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2022 年 4 月 22 日（金）

恵庭市
子育て

5月
May

支援センター

からのお知らせ
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母乳育児相談

5/10

今年度から助産師による相談を実施します。授乳
や卒乳のことなど、気軽に相談してみませんか？
■とき 5 月10日( 火 )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・定員／乳幼
児の子どもとその保護者 ４組 ■持ち物／フェイスタオ
ル ■申込／ 4 月26日（火）9 時より

②えだまめくらぶ

5/11

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11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・定員／
就学前の双子とその保護者10 組 ■申込／不要

③子育てセミナー

5/18

助産師による「母乳育児〜出産から卒乳まで」
■とき／ 5 月18日
（水）
10 時〜11時 ■ところ／子育て
支援センター（はくよう） ■対象・定員／就学前の子ども
とその保護者10 組 ■申込／ 5月6日
（金）9 時より

④親子で遊ぼう

5/25

赤ちゃんのからだあそび
■とき／ 5 月25日
（水）
10 時〜11時 ■ところ／子育て
支援センター（はくよう） ■対象・定員／生後12 ヶ月ま
での子どもとその保護者10 組 ■持ち物／水分・バスタ
オル ■申込／ 5月11日
（水）9 時より

誕生会

① 5/19

② 5/17

③ 5/16

子育てひろば終了後、各支援センターで「お誕生会」
を行います。今月は 5 月生まれのお友達をみんなで
お祝いしませんか。
■とき／①柏陽 5月19日(木)②島松 5月17日(火)
③恵庭 5月16日(月)9時30分〜 11時30分 ■ところ／
各子育て支援センター ■対象・定員／就学前の5月生まれの
子どもとその保護者 各センター10組 ■申込／5月2日
（月）
9時より ※誕生月以外のお子さんについては、申込不要です。

ちゃんと

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
恵庭市島松寿町2丁目24-3 ☎080-8297-5101

①リラックス・リフレッシュ!
リラママ

子育て中のパパ・ママのために、今年度から「リラ
ママ」が始まります。５月は「バレトン」です。日頃
の子育ての忙しさから、ほんのひと時、リラックス・
リフレッシュしてみませんか？
■とき／ 5 月 20 日
（金）10 時〜 11時15 分 ■ところ／子
育て支援センター （しままつ） ■対象・定員／就学前の子
どもを持つ保護者10 名 託児10 名 ■参加料／３００円
■持ち物／水分・動きやすい服装
（その他持ち物については
お問い合わせください） ■申込／ 5 月 2 日
（月）9 時より

②のびのびGO!

■とき／ 5 月10日
（火）9 時 30 分〜11時 45 分 ■とこ
ろ／子育て支援センター （しままつ） ■対象・定員／
就学前の子どもとその保護者10 組 ■参加料／バス代
大人１人３００円 ■持ち物／詳細については、お問い合わ
せください） ■申込／4 月26日
（火）9 時より

子育て支援センターえにわ
①サンデーパパ

5/8

サンデーパパがパワーアップ。
お父さん・お母さんも一緒にご家族で楽しめます。

5/27

ストレッチ & エクササイズ
■とき／ 5月27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 ■講師／社交ダンスイ
ンストラクター 岡部理加さん ■対象・定員／市内在住で、就学
前の子どもを持つ保護者 10 名 託児10 名 ■参加費／ 300 円
■持ち物／飲み物・汗拭きタオル・動きやすい服装・運動靴・ヨガマッ
ト
（またはバスタオル） ■申込／ 5月12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） ■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

5/11
今月は、
「グリーンサロン」です。春の香りを感じる季
節、ゆったりとしたお茶の時間を過ごしませんか？

■とき／ 5 月11日
（水）10 時〜11時 30 分 ■ところ／か
しわのもり 会議室 ■対象・定員／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27日
（水）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。

問合せ・申込／子育て支援センターめぐみの
恵庭市恵み野北3-1-1 ☎0123-37-6020

①母の日リースを作ろう

4/29 〜 5/8
お花に枠を付けて、お花のリースを作ります。真ん中
には絵やメッセージも書けますよ。

■とき／ 5 月8日（日）午前10 時〜 11時 30 分 午後1
時〜 3時 30 分 ■ところ／子育て支援センター（えにわ）
■対象・定員／就学前の子どもとその保護者 ■持ち物
／水分・ホールでも遊ぶことができます。
（ホールでは親
子共に運動靴が必要です。
） ■申込／不要

■とき／4月29日
（金）
〜5月8日
（日） 10 時 30 分〜11時 30 分、
13 時 30 分〜15 時 30 分 ※金曜日は午前のみ （5月3 〜 5日
は休み） ■ところ／子育て支援センター （恵み野） ■対象・定
員／乳幼児の子どもとその保護者 20 組 ■申込／不要

②スマイルサンデー

②ちびっこアスレチック

5/22

日頃の家事や仕事、育児に疲れていませんか？ご夫婦
やご友人と一緒に、日頃の疲れを癒してみませんか？
■とき／ 5 月22日（日）午前10 時〜 11時 30 分 午後
1時〜 3 時 30 分 ■ところ／子育て支援センター（えに
わ） ■対象・定員／就学前のお子さんがいる保護者 10
組（託児10 名）
（ご夫婦・ご友人など 2 人1組で申し込み
ください） ■持ち物／水分・汗拭きタオル・動きやすい
服装 ■申込／ 5 月9日
（月）
13 時より■その他／午後は
通常通り子育てひろばを開催します。
※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。

5/20
ホールにはすべり台やトランポリンなど・・・
いつもと違う大型遊具で遊べますよ。

■とき／ 5 月20 日
（金）10 時〜11時 30 分 ■ところ／子育
て支援センター （恵み野） ■対象・定員／就学前の子どもと
その保護者 ■持ち物／水分・汗拭きタオル ■申込／不要

③セカンドステップ

① 5/14

② 5/28

周りの人の気持ちに気づき、自分の意持ちをどうやっ
たら上手く伝えられるようになるのか考えながら、
レッスンを重ねていきます。

■とき／① 5 月14 日
（土）② 5 月28日
（土）
10 時 30 分〜
11時 20 分 ■ところ／子育て支援センター （恵み野）
■対象・定員／４歳から８歳くらいまでの児童 ■申込／
詳細はお問い合わせください

まちかどトピックス

白泉社

千歳高校BSCが地元企業と商品開発
ふわっと第２弾を全道販売

ゆきちゃんはぼくのともだち！
童心社
ゆきちゃんは、
ぼくのおばあちゃん。病
気をしてから、
このごろときどき変なん
だ。でも、
ゆきちゃんがどんなにかわって
しまっても、
ずっとぼくのともだちだよ！

㈱ 山三ふじや︶

美穂／作・絵

千歳市立図書館︵指定管理者

なんてことのない日常をちょっと斜
めから眺め、ユニークな視点で描か
れた、何度も開きたくなる絵本。こっ
そりどこかのページに、あなたがいる
かもしれません。

澤野

◆HAPPY☆マッピー☆リフレッシュ

子育て支援センターめぐみの

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

ヨシタケ シンスケ／著

かいじゅうたくはいびん

5/10

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？

かみはこんなにくちゃくちゃだけど

武田

5/20

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

図書館に
新しく入った
絵本より、
3 冊をご紹介
いたします。

千歳高校ビジネススタディクラブ（BSC）の生徒が考案し地元企業と協力して開
発した商品が、今年 1 月に全道販売され売上げが好調だったことから、このたび第
2 弾の販売が決定しました。
商品は、岩塚製菓の人気商品である米粉スナック「ふわっと」の期間限定フレー
バーで、第 1 弾は「しゃけっと石狩鍋風味」。岩塚製菓
千歳工場 30 周年記念として、地元高校生とのコラボ
を実現し、全道のスーパーやコンビニエンスストア
で季節限定販売されました。さらに、新千歳ターミナ
ルビル 2 階の土産店、北海道本舗では 3 月 22 日〜 28
日の期間、店舗前祭事コーナーで PR キャンペーンを
実施。商品開発に携わった生徒 8 人が交替で 26 日、
27 日の 2 日間、店頭応援販売を行いました（写真）。
このたび、第 2 弾として発売が決定したのが「ふわっと ハスカップアロニア味」。
BSC の小林真那斗部長は「アロニアが千歳市の特産物だとあまり認知されていな
いことを知り、ハスカップと一緒に商品化することで千歳市を PR することができ
れば」と企画。
「爽やかな酸味と蜂蜜の甘みを感じられる食べやすい味わいが特長
です。ぜひご賞味ください」と呼びかけています。
「ふわっと ハスカップアロニア味」1 袋（35g）の参考小売価格は 140 円前後で、
4 月 12 日より全道のスーパーやコンビニエンスストアで販売中です。

秋文／作
講談社

ある日とつぜん「かいじゅうたくは
いびん」が、けんたの家にあらわれ
た。だいじなたまごをわたされて、こ
れを育てなくちゃいけないって、どう
しよう！

▲写真左から
古瀬衣織さん、
満山琴葉さん、
吉田桜千さん、
小林部長、下川航慎さん、野澤暖生さん、山口凌摩さん、柴田克己さん

