
2021年4月23日（金） ちゃんと7

5月May恵庭市
子育て
支援センター からのお知らせ

　新型コロナウイルス感染予防対策のため、中止や延期
も想定されますので、事前に電話でお問い合わせいただ
くか、恵庭市のホームページや恵庭市子育て支援サイト
「えにわっこなび」で最新情報のご確認をお願いします。

子育て支援センターえにわ
問合せ・申込／子育て支援センターえにわ 
恵庭市緑町2丁目1-1　☎080-8295-6547

◆ジムジム親子deスマイルFun!Fun!　　 5/10

親子リズムあそび
■とき／5月10日（月）10時から受付　10時15分
～11時30分　■ところ／えにあす　ホール　■対
象／市内在住の1歳児のお子さんとその保護者10組　
■参加費／300円　■申込／4月26日（月）13時
より電話にて受付を開始致します。（翌日からは9時か
ら17時）　■宮の森スポーツ倶楽部インストラクター　
詳細はお問い合わせ下さい。開催当日は、子育て支援
センターえにわの「子育てひろば」はお休みです。

子育て支援センターはくよう
問合せ・申込／子育て支援センターはくよう　
恵庭市柏陽町3丁目24-1　☎0123-33-0037

①サンデーパパ　　　　　 5/9

お子さんとお父さんが一緒に遊ぶひろ
ば。お母さんも一緒にご家族で楽しめ
ます。
■とき／5月9日（日）10時～11時30
分　■ところ／子育て支援センターえに
わ　■対象／就学前の子どもとその保護
者10組　■持ち物／水分、親子共に運動
靴　■申込／不要

②親子で遊ぼう　　　　　 5/26

あかちゃんのからだあそび
■とき／ 5月26日（水）10時～ 11時　
■ところ／子育て支援センターはくよう　
■対象／0歳児の赤ちゃんとその保護者
10組　■持ち物／水分、バスタオル　■
申込／5月12日（水）9時より

③えだまめくらぶ　　　　 5/12

双子の交流、情報交換のひろばです。
多胎児の妊婦さんも参加できます。
■とき／5月12日（水）9時30分～11
時30分　■ところ／子育て支援センター
はくよう　■対象／就学前の双子とその
保護者10組　■申込／不要

④子育てセミナー　　　　 5/19

母乳育児相談所えがお助産師による母
乳育児～出産後から卒乳まで～
■とき／ 5月19日（水）10時～ 11時　
■ところ／子育て支援センターはくよう　
■対象／就学前の子どもとその保護者10
組　■申込／5月10日（月）9時より

◆HAPPY☆マッピー☆リフレッシュ　　 5/28

ストレッチ＆エクササイズ
■とき／5月28日（金）10時から受付　10時15
分～11時30分　■ところ／黄金ふれあいセンター　
ホール　■対象／市内在住で、就学前のお子さんを
育てている方10名、託児10名　■参加費／ 300
円　■受付／5月13日（木）13時より電話にて受
付を開始いたします。（翌日からは9時～17時）　■
講師／社交ダンスインストラクター　岡部　理加さ
ん　■持ち物／飲み物・汗ふきタオル・動きやすい
服装・運動靴・ヨガマット（又はバスタオル）　■そ
の他／開催当日は、子育て支援センターこがねの「子
育てひろば」はお休みです。

子育て支援センターこがね
問合せ・申込／子育て支援センターこがね 
恵庭市黄金南5丁目11-1　☎080-8296-1308

◆のびのびパーク　　　　　　　　 5/11

緑のふるさと森林公園にお出かけします。新緑の
中を歩き、地域の方々と交流をしながらしいたけ
狩りを楽しんでみませんか？
■とき／ 5月11日（火）9時20分～ 11時45分　
■対象／就学前の子どもとその保護者　10組　■参
加費／バス代　大人1人300円　■申込／4月22
日（木）9時より　■その他／詳細につきましては、
お問い合わせください。

子育て支援センターしままつ
問合せ・申込／ 子育て支援センターしままつ 
恵庭市島松本町3丁目12-20　☎080-8297-5101

子育て支援センターかしわ
問合せ・申込／子育て支援センターかしわ 
恵庭市大町1丁目5-7 ☎080-8292-2709

◆もりcafé　　　　　　　　　　 5/12

今月は、「グリーンサロン」です。新緑を感じなが
ら、リラックスしたお茶の時間を過ごしませんか？
■とき／5月12日（水）10時～11時30分　■と
ころ／かしわのもり　会議室　■対象／就学前の子
どもを持つ保護者8名（お子さんの参加も可。託児は
ありません）、就学前の子どもの育児時期を過ぎた地
域の方8名　■参加費／100円（お茶菓子代）　■
持ち物／マグカップ等、コーヒー、お茶を飲めるもの　
■申込／4月30日（金）13時より電話にて受付を
開始いたします。　■その他／開催当日は、子育て支
援センターかしわの「子育てひろば」はお休みです。

500円500円500円500円（税抜）（税抜）（税抜）（税抜）

※他券との併用はできません。 ※商品の在庫は十分にありますが、なくなり次第
終了となります。 ※ご注文内容により提供順番が前後することがございますので
予めご了承くださいませ。 ※期間中、グランドメニューの一部の商品がお出し出
来ない場合がございます。 ※混雑時は、お時間をいただく場合がございます。

カツ丼竹 （120gロース）カツ丼竹 （120gロース）

ソースカツ丼竹 （120gロース）ソースカツ丼竹 （120gロース）

ロースカツ定食 （120gロース） ロースカツ定食 （120gロース） 

カツカレー竹 （120gロース）カツカレー竹 （120gロース）

4品各4品各4品各4品各
恵庭店

●ランチタイム
　10：30～15：00（LO.14：30）
●ディナータイム
　17：00～21：30（LO.21：00）
15：00～16：30の間はお電話が繋がらない
場合がございますので予めご了承ください。

「友だち追加」で
お得な情報をGet!

LINE公式アカウントの

携帯、スマホでこちらの
二次元コードからお進みください。

アクセスはこちら!

もやってます!
Instagram
恵庭市黄金南7丁目18-9

 TEL.
（0123）25-5959

【 店内 】 税込 715円　【お持ち帰り】 税込 702円 【 店内 】 税込 869円　【お持ち帰り】 税込 853円

【 店内 】 税込 715円　【お持ち帰り】 税込 702円 【 店内 】 税込 759円　【お持ち帰り】 税込 745円

■店内 ■お持ち帰り

550円（税込）550円（税込） 540円（税込）540円（税込）

ロースカツ定食
のみ豚汁付き！！
※お持ち帰りには
豚汁は付きません

《 開 催 期 間 》

4/23 28～
金 水

4品各お持ち帰りOK! 全品＋120円（税抜）でご飯大盛りに変更可能 ■店内 132円（税込）　
■お持ち帰り 129円（税込）

※本券のご提示が条件でございます。
　お忘れ、紛失の無いようお願いいたします。
※他券との併用はできません。 

対象期間：
4/23（金）～28（水）右記メニュー限定右記メニュー限定 500円500円500円500円

＼ 期間中、何度でも使える ／

本クーポンご提示のお客様に限り

恵庭店 「ちゃんとクーポン」
キリトリ

キリトリ

（税抜）

クーポンご提示の方限定クーポンご提示の方限定クーポンご提示の方限定クーポンご提示の方限定

※対象商品：カツ丼竹・ソースカツ丼竹
・カツカレー竹・ロースカツ定食 ■店内 550

■お持ち帰り 540
円
（税込）

円
（税込）

4/9 OPEN記念4/9 OPEN記念

本広告ご提示で
下記ドリンクが
本広告ご提示で
下記ドリンクが 杯

一杯
一 100100（税込）

円
（税込）

円

※本券1枚につき1グループ様まで ※5/5まで有効 ※他券との併用不可
）でま分021（。すましたいい願おで文注ごの上以品2様人1お肉お※

※本券1枚で何杯飲んでも、上記ドリンクが1杯100円（税込）。

千歳市北陽3丁目8-17　TEL.0123-25-3000
営業時間 16:00～23:00（月曜定休） キリトリ

一番搾り、角ハイ、ワイン、カクテル、
サワー、焼酎、ソフトドリンク
一番搾り、角ハイ、ワイン、カクテル、
サワー、焼酎、ソフトドリンク
一番搾り、角ハイ、ワイン、カクテル、
サワー、焼酎、ソフトドリンク
一番搾り、角ハイ、ワイン、カクテル、
サワー、焼酎、ソフトドリンク

帰命堂もみほぐしの店
－ きめいどう －

全身 サラッと

Twitterはこちら

翌日以降のご予約は
DMでも受付しています

営 9：00～20：00
休第2～5火曜日、第1水曜日
住恵庭市島松仲町1丁目10-3
店主  野口道弘

全身 しっかり

¥ 5,000
90分コース

オススメ

070-4796-5487

¥ 3,500
60分コース

全身 たっぷり

¥ 6,000
120分コース

税込 税込

税込
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