Ｂコース こころとからだのリフレッシュ
2020.5月イベント一覧
日時

7日(木)
13:30〜14:30

14日（木）
10:30〜12:30頃

メニュー名・内容

会場・住所

利⽤券枚数

助産師が伝えるベビーマッサージ&ティーセッ 八千代病院 新館５階Ｂ会
ト

議室

5月7日、14日、21日 全3回

住吉町2-2-7

ママズシネマ（大人2名分鑑賞券）＆

安城コロナワールド

ポップコーンセット

浜富町68

1枚

1枚

参加対象

赤ちゃんと参加
託児なし

お子さんと一緒でも
OK

定員

8名

最終受付

3日前

最終
キャンセル

前日の
午前中

100名

持ち物

・バスタオル
・着替え
・ミルク（必要時）

ー

⼿形アート体験＆⾃宅でできる「⼿の汚れな
い︕パステル⼿形アートキット」プレゼント』 アンフォーレ
11日(月)

お子様の⼿形をとり、はがきサイズの可愛い⼿ 安城市御幸本町 １２－１

10:00〜15:00

形アートを仕上げます。またお家でできる⼿形 アンフォーレ1階エントラン
アートキットをプレゼントします。

１枚

赤ちゃんと参加

先着

託児なし

30名

ス

ー

※予約不要、当日受付にて対応いたします。
託児3時間コース
「サークルなどで、子どもを預けて活動をし
18日(月)

たいわ♪」なんて思っているママさん、お気軽 ingハウス ここから

9:00〜12:00

にお問合せ、ご相談くださいね。

朝日町14-11

１枚

赤ちゃん託児
ご兄弟のみもＯＫ

赤ちゃんはもちろん、ご兄弟の託児も承りま

５名

１週間前

前日の
午前中

ー

す。
ママのための骨盤ケア教室&
21日(木)
10:00〜12:00

ティータイム(託児付き）
出産、子育てで悲鳴を上げている身体をゆった
りケア。骨盤調整と骨盤ケアエクササイズを体

ingハウス ここから
朝日町14-11

２枚

⺟親のみ
託児有（無料）

5名

１週間前

前日の
午前中

ー

験できます。
産後のための骨盤調整・
25日（月）
10:30〜13:00頃

ママのリラックスヨガ＆ランチ
◎骨盤のゆがみを改善し、ヨガで普段使う事の
無い筋肉をほぐし、呼吸法で心身ともにリラッ

ぼちぼちカフェ
朝日町１5

お子さんと一緒でも

１枚

OK

2~8名

託児なし

・飲み物

5日前

5日前

午前中

午前中

１週間前

１週間前

メイク道具

１週間前

１週間前

ー

１週間前

１週間前

ー

・タオル
・持っている方はヨガマット

クスして頂きます。
25日(月)
①9:35〜13:15
②10:35〜13:15

ホテルグランドティアラ安
フェイシャルエステ(４０分)＆ランチ

③11:45〜14:10

城

2枚

三河安城南町1丁目8-11

⺟親のみ
託児有（有料）

ランチ11:45〜13:15

各時間
合わせ
て２名

25日(月)
①9:35〜13:15
②10:35〜13:15
③11:45〜14:10

メイクアップ相談＆ハンドマッサージ＆ヘッド
マッサージ(４０分）＆ランチ

ホテルグランドティアラ安
城

2枚

三河安城南町1丁目8-11

⺟親のみ
託児有（有料）

ランチ11:45〜13:15
25日(月)
①9:35〜13:15
②10:35〜13:15

ホテルグランドティアラ安
フラワーアレンジメント＆ランチ

③11:45〜14:10

城

2枚

三河安城南町1丁目8-11

⺟親のみ
託児有（有料）

5名

ランチ11:45〜13:15

⼿作りアルバム（スクラップブッキング）
エコー写真（感熱紙の場合は写真にしてから） アンフォーレ
26日(火)

〜現在までの可愛い写真、データで⾒て満⾜し 安城市御幸本町 １２－１

10:00〜15:00頃

ていませんか︖形に残すと大切な宝物になりま アンフォーレ1階エントラン
すよ︕（お家でできる・かざれるキット付）

お子さんと一緒でも

１枚

OK

・写真

10名

（5〜10枚）

託児なし

ス

※予約不要、当日受付にて対応いたします。

赤ちゃん寝相アート撮影
27日(水)

◎寝相アートを全3パターン、プロのカメラマ

①10:00〜12:00頃

ンが撮影致します。

②12:00〜14:00頃

今だけの可愛らしいお写真を記念に残しません
か。(スタイのプレゼント付き）

アンフォーレ
安城市御幸本町 １２－１
アンフォーレ1階エントラン

１枚

赤ちゃんと参加

各時間

前日の

前日の

託児なし

5名

午前中

午前中

ス

・洋服３着
※アートごとに洋服を変える方
はお持ちください。

己書で描く世界でたったひとつの贈りもの
木製のプレート（15㎝×30㎝）にお子様のお アンフォーレ
27日（水）

名前、ママからのお好きな⾔葉やメッセージな 安城市御幸本町 １２－１

10:00〜15:00頃

どをお入れします。思いを込めてつくりだす世 アンフォーレ1階エントラン

お子さんと一緒でも
１枚

OK
託児なし

界でたったひとつだけのおくりもの。※ポスト ス

先着

ー

５名

カード付き
ナルセコーポレーション
28日(木)
11:00〜12:00頃

アンガーマネージメント診断＆ランチ

モデルハウス内
安城市横山町寺田３５４

前日

お子さんと一緒でもＯ

1枚

Ｋ
託児なし

５名

（但し３日

前日の

以内は

午前中

講師確認

ー

Bコース
こころとからだのリフレッシュ
◎施設営業日であれば当日でも利用できるメニュー
※満室・満席によってご案内できない場合もあります。
事前に直接施設へ電話確認をおすすめします。
その際は『ここから利用券』の使用をお伝えいただくとスムーズです。
※予約後の日程変更、キャンセルもお受けします。ご気軽にご相談ください。

ホテルグランドティアラ安城（三河安城南町1丁目8番地11）

利用券１枚で１名様分

当日利用OK

託児なし

『ちょっとセレブなホテルランチ・ディナー』※当日でもお席に空きがございましたらご案内可能です。
☆ママも子どもも楽しめる午後のひととき。ママ友とのランチ会でもぜひご利用ください。
おいしいものを食べて、おしゃべりを楽しみ、リフレッシュできるホテルでのお食事。
【会場】レストラン「マリブ」（定休日なし）【営業時間】11:30〜15:00（14:00 LO） 17:00〜21:00（20:30 LO）
・食事内容 【ランチ】メイン+サラダ＆デリカバー+ドリンクバー+デザート付 ※月の前半と後半で変わります。
【ディナー】サラダ+スープ+牛ロースステーキ+ライスorパン+デザート+ワンドリンク
・レストラン直通電話：0566-72-0069
【利用方法】
①利用希望日にホテルへご来館ください。（『ここから利用券』を使用する旨をお伝えください。）
※定休日・貸切・満席の場合もありますので、ご予約いただけると安心してご利用いただけます。
②メニューをお選びいただき、ゆったりとお食事をお楽しみください。
③『ここから利用券』をお持ちでないご家族、ご友人の方もご一緒にお食事をしていただけます。
『ここから利用券』分以外のご注文の代金は、当日会場でお支払いください。
【その他】
・ベビーカーでご入店いただいても結構です。ベビーベッドもご用意できます。

問い合わせ先：安城市保健センター0566-76-1133

株式会社サイン080-1585-6151

Bコース
こころとからだのリフレッシュ
◎施設営業日であれば当日でも利用できるメニュー
※満室・満席によってご案内できない場合もあります。
事前に直接施設へ電話確認をおすすめします。
その際は『ここから利用券』の使用をお伝えいただくとスムーズです。
※予約後の日程変更、キャンセルもお受けします。ご気軽にご相談ください。

安城コロナワールド（浜富町6番地8）

利用券１枚で２名様分

当日利用OK

託児なし

『ママズシネマ（大人２名分）＆ポップコーンセット（1名分）』
☆お⺟さんと⾚ちゃんが安心して映画鑑賞できるように、⾳量や部屋の暗さを控えめにして
上映いたします。（２歳までのお子様は無料）

・鑑賞チケット（大人2名分）、ドリンク・マジカルポップコーン（1名分）として利用いただけます。
・おむつ交換スペースや授乳スペースもご用意しています！
・日程は別紙スケジュールを参照してください。

託児なし
『カラオケ（3時間）＆2名分のランチセット・スイーツ』（10100〜15100） 利用券１枚で２名様分
☆ご家族やママ友とご利用ください。事前電話予約の際は、まず最初に『ここから利用券』を使用
する旨をお伝えください。

・カラオケ直通電話：0566-74-5211
・離乳食に限り持ち込みOK

『コロナの湯＆健美効炉入泉 エステ付き！』（9100〜21100（エステのみ11100〜））
☆普段の疲れをコロナの湯で癒しませんか？

利用券１枚で１名様分
託児なし

・コロナの湯 直通電話：0566-74-8611
・ご参加にはお子様の同伴は難しいため、どなたかにお預けになられることを条件とさせていただきます。

問い合わせ先：安城市保健センター0566-76-1133

株式会社サイン080-1585-6151

Bコース
こころとからだのリフレッシュ
◎施設営業日であれば当日でも利用できるメニュー
※満室・満席によってご案内できない場合もあります。
事前に直接施設へ電話確認をおすすめします。
その際は『ここから利用券』の使用をお伝えいただくとスムーズです。
※予約後の日程変更、キャンセルもお受けします。ご気軽にご相談ください。

当日利用OK

デンパークで公園
デビュー！

安城産業文化公園

デンパーク

（⾚松町梶1番地）定休日（毎週火曜日） 直通電話：0566-92-7111

『リフレッシュコース』

利用券１枚

託児なし

☆入場（大人2名分）＆2,300円分のクラブハウス⼯作体験（⺟親のみ）

Astion(アスティオン）（明治本町12番15号）

電話（0566-77-5111）当日予約ＯＫ

受付日：平日、土（日、祝日不可） 電話受付時間：10：00〜21：00（土曜日は
メニュー利用時間：10：00〜16：30（土曜日は 〜15：30）

〜17：00）

①フェイシャルリンパマッサージ、②リフレクソロジー（足裏からひざ裏までリンパを流します。）
③フットケア からお好きなコースを２つお選びください。（２時間）

問い合わせ先：安城市保健センター0566-76-1133

株式会社サイン080-1585-6151

利用券
２枚
託児なし

Bコース
こころとからだのリフレッシュ
※下記のメニューは事前予約が必要です。
その際は『ここから利用券』の使用をお伝えいただくとスムーズです。
当日利用OK
※予約申し込みの際に、利用したいコースをお伝えください。
※予約後の日程変更、キャンセルもお受けします。ご気軽にご相談ください。
※次頁の『骨盤調整＆美容カイロでビューティーリフレッシュ』 ご案内と注意事項を必ずご一読ください。

馨和整体院

安城院

定休日（不定休）

（安城町社口堂54番地） 直通電話：0566-76-0198（9：00〜20：00）

施術受付時間（9：00〜16：30）

利用券
１枚

↑施術中等で電話受けられない場合があります。ご了承ください。

『骨盤調整＆美容カイロでビューティーリフレッシュ（約1時間）』

託児あり

問診、検査の後、施術（骨盤調整 オプションコース）を行います。
その後、最初に行った検査を実施し、再チェック。
オプションコースは下記からお選びいただけます。
（託児を利用する場合は、１つ、託児を利用しない場合は、２つ）
・肩こりスッキリコース
・膝下スッキリコース
・ウエストスッキリコース
・その他お悩みコース

・小顔コース
・ヒップアップコース
・頭蓋骨スパコース

空き状況・定休日等はこちら

※託児を希望される場合は、７日前までに株式会社サイン（76-2990）へご予約ください。
託児を希望されない方は直接「馨和整体院 安城院」（76-0198）へご予約ください。

問い合わせ先：安城市保健センター0566-76-1133

株式会社サイン080-1585-6151

骨盤調整の様子

『骨盤調整＆美容カイロでビューティーリフレッシュ』 ご案内と注意事項
● 『カイロプラクティック』とは

機械や薬、注射、⼿術などの対処療法ではなく、⼿を使って背骨や骨盤の歪みを矯正し、
気になる症状の原因を取り除いていく根本療法です。
施術の流れはＨＰに詳しく記載がございます。ご来店前に一度ご覧ください。
馨和整体院 安城院ホームページ≫≫

● オプションコースについて

施術前に問診を⾏い、ご希望のオプションをお伺いいたします。
痛みやコリは骨格の歪みを知らせるサインです。痛みのある箇所以外の歪みが原因の場合もございます。
どこが歪んでいるのかをチェックしながら、お身体にあった施術箇所をご提案させていただく場合もございます。

● ご注意事項

1）歪みは⽇常⽣活の悪い姿勢習慣やストレスから⽣じますが、一度矯正しても戻りやすく、
1度の施術で根本的な改善ができないこともございます。
症状に合わせてホームケアを含めた改善方法をご案内させていただきます。
2）施術当⽇や翌⽇に、痛みやだるさを感じる場合があります。
施術により体が改善していく過程で起こる反応で、順応するまでの3⽇以内には消えますので、
ご安心下さい。もし症状が続くようでしたら、ご相談下さい。

Bコース
こころとからだのリフレッシュ
※下記のメニューは事前予約が必要です。
その際は『ここから利用券』の使用をお伝えいただくとスムーズです。
※予約申し込みの際に、利用したいコースをお伝えください。
※予約後の日程変更、キャンセルもお受けします。ご気軽にご相談ください。

谷山写真館（御幸本町16番15号）

当日利用OK

電話（0566-76-2035）営業時間：9:00〜18:00

『はじめての記念撮影』 利用券２枚：２Ｌサイズ 利用券１枚：Ｌサイズ

前日までに要予約 定休日：火曜日 電話予約受付時間：10：00〜18：00
☆今だけの小さくてかわいい⾚ちゃんの姿を残しませんか？ベビードレス・産着のレンタルを行います。
※大人の方のレンタルはございません。詳しくはＨＰをご覧ください。→

問い合わせ先：安城市保健センター0566-76-1133

株式会社サイン080-1585-6151

託児なし

Bコース
こころとからだのリフレッシュ
※下記のメニューは事前予約が不要です。
利用時に『ここから利用券』の使用をお伝えいただくとスムーズです。

谷山写真館（御幸本町16番15号）

当日利用OK

電話（0566-76-2035）営業時間：9:00〜18:00

託児なし

『Ｐｈｏｔｏ Ｃｕｂｅ（フォトキューブ）』
１枚の写真から作る世界で一つだけのギフト
光が透き通るタイムカプセル
予約不要 定休日：火曜日

利用券１枚：縦幅3㎝×横幅3㎝×厚さ3㎝
利用券２枚：縦幅10㎝×横幅10㎝×厚さ2.5㎝

☆結晶のような透明度の高いアクリルキューブにお気に入りの写真を特殊印刷します。
お名前や日付、メッセージなど文字入れも可能です。
※１ お写真のデータをお持ちください。
（CD-RやUSBでのデータ持ち込みはもちろん、当日ご来店時に
スマートフォンからメールデータを頂くことも可能です。）
※２ 商品の仕上がりはご注文確定後３週間いただいています。

問い合わせ先：安城市保健センター0566-76-1133

※写真はイメージです。

株式会社サイン080-1585-6151

