
2022年10月28日（金） ちゃんと21

※ご相談、お問い合わせは下記市役所
　窓口又は左記全日北海道本部まで！

プロジェクト1000北海道本部会員

プラス年会費（月割）
弁済業務保証金分担金60万円含む
詳しくは、下記全日北海道本部又は道央ブロック事務局までお問合せください。

入会金減額
キャンペーン
80

公益社団法人

道央ブロック事務局

全日本不動産協会
北海道本部

〒064-0804 札幌市中央区南４条西６丁目11-２全日ビル２階
TEL（011）232-0550　FAX（011）232-0552

〒066-0036 千歳市北栄１丁目27番6号
TEL・FAX（0123）29-7726　

株式会社
ジョイトーク内

万
円入会金

2023年
3月31日まで

☎（0123）33-3131
恵庭市役所

☎（0143）85-2111
登別市役所

☎（0144）22-6111
苫小牧市役所

空き家等対策に関する協定書締結市役所（4市）
室蘭市役所
☎（0143）22-1111

道央ブロック会員
恵庭地区
【幹事】株式会社アプコ・コーポレーション
■ 有限会社アート建築事務所
■ 株式会社e home
■ 恵千都市開発株式会社
■ 株式会社CLOUD9
■ 株式会社灘商
■ 株式会社パワー・ステーション 恵庭店
■ 株式会社ほくほく商会
千歳地区
【ブロック長】株式会社三喜建設
【事務局担当 副ブロック長】株式会社ジョイトーク
【幹事】株式会社イケスギ
【会計幹事】株式会社 タートルエステート
■ 株式会社 アイワ不動産
■ 有限会社 アシスト
■ 株式会社 アプコ・コーポレーション 千歳店
■ イーフレックス株式会社 千歳支店
■ 株式会社生杉建設
■ 株式会社生杉工房
■ 池田建総株式会社
■ 有限会社エコファインエンジニアリング
■ 株式会社SKY
■ 株式会社株式会社Sumica

■ 株式会社トワ・ピリエ 千歳店
■ 株式会社パワー・ステーション 千歳店
■ 合同会社ビーラインズ
■ 株式会社ペイフォワード
■ 株式会社ヘルメス
■ ホクイチ不動産
■ 北海道ブレイス株式会社 千歳営業所
苫小牧地区
【会計幹事】有限会社 川上技建
■ 有限会社イトウホーム 苫小牧店
■ 株式会社絆アクシア
■ 有限会社住環
■ グッドフィールド株式会社 苫小牧支店
■ 有限会社住宅工房
■ 株式会社セゾン
■ たいせつ総合サービス株式会社
■ 株式会社テイアンドエス
■ 有限会社苫小牧管財
■ 宝英商事株式会社
■ 北登建設工業株式会社 苫小牧営業所
■ 株式会社ワールドコーポレーション
室蘭地区
【副ブロック長】株式会社三鈴
【幹事】室蘭不動産株式会社

【幹事】株式会社グローバルゲイト
■有限会社イトウホーム
■ＡＦJ
■ 株式会社川田建設工業
■ 株式会社しんどう不動産
■ 有限会社スタートム
■ 株式会社トワ・ピリエ
■ 株式会社ハウスパートナー
■ 北都通商株式会社
■ 有限会社森組興業
■ 株式会社森賃貸住宅サービス
日高・白老・登別・伊達地区
■ 大野木材株式会社（浦河町）
■ 株式会社マルセイ（浦河町）
■ 株式会社マルニ中村不動産（新ひだか町）
■ ケイセイマサキ建設株式会社（新冠町）
■ 大協産業株式会社（新冠町）
■ 株式会社はくねん（白老町）
■ 合同会社立岩-Viking（登別市）
■ 有限会社イトウホーム 登別店（登別市）
■ 株式会社原不動産（登別市）
■ 株式会社ブルーウッド（登別市）
■ 株式会社フェルン（伊達市）

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

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めぐみの
恵庭市恵み野北3-1-1　 ☎0123-37-6020

2023年のカレンダーを作ろう！
① 11/12  ② 11/13  ③ 11/19  ④ 11/20

2023年の年間カレンダーに文字や絵を描くと
自分だけのオリジナルカレンダーができるよ。
■とき／11月12日（土）、11月13日（日）、11月
19日（土）、11月20日（日）10時30分～ 11時
15分、13時30分～ 15時15分　■ところ／子育
て支援センター めぐみの　■対象・定員／幼児から
18歳1人1枚まで　■申込／不要

もりCafé　　　　　　　　　　 11/9
今月は、「ハーブの会　初冬編」です。講師の先生
にハーブについてお話していただきます。ハーブ
ティーの試飲もできますよ。
■とき／ 11月9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／300円（お茶菓子代）　■持ち
物／マグカップなど、コーヒー、お茶を飲めるもの　■
申込／ 10月28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。

ちびっ子アスレチックの日 ① 11/4  ② 11/18
ホールにはすべり台やトンネル・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／11月4日（金）、11月18日（金）10時～
11時30分　■ところ／子育て支援センター めぐみ
の　■対象・定員／就学前の子どもとその保護者　■
持ち物／飲み物・汗拭きタオル　■申込／不要

セカンドステップ  　　  ① 11/12  ② 11/26
周りの人の気持ちに気づき、自分の気持ちをどう
やったら上手に伝えられるようになるのかを考
えながらレッスンを重ねていきます。
■とき／11月12日（土）、11月26日（土）10時30分
～　■ところ／子育て支援センター めぐみの　■対象・
定員／4～8歳くらい　■申込／問い合わせください

大型ブロックで遊ぼう！ ① 11/9  ② 11/30
大型ブロックで作った物で遊べるよ！ どんな物
かは当日のお楽しみ。
■とき／ 11月9日（水）、11月30日（水）10時～
11時30分　■ところ／子育て支援センター めぐみ
の　■対象・定員／就学前の子どもとその保護者　■
持ち物／飲み物・汗拭きタオル　■申込／不要

HAPPY☆マッピー☆リフレッシュ　 11/25
肩甲骨周りのケア
■とき／11月25日（金）10時15分～11時30分 
※受付10時～　■ところ／子育て支援センター こが
ね　■講師／セントラルフィットネスクラブ恵み野イ
ンストラクター　■対象・定員／就学前の子どもを持
つ保護者 10名、託児 10名　■参加費／500円　■
持ち物／飲み物・動きやすい服装　■申込／11月10
日（木）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、「子育てひろば」はお休みです。

ミニミニえほんのひろば　　　  　 11/10
絵本の読み聞かせや手遊びなどを行います。
■とき／11月10日（木）11時～11時15分　■とこ
ろ／子育て支援センター こがね　■対象・定員／就学
前の子どもとその保護者　■申込／不要　■その他／
通常の子育てひろばの後に行います。

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

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

サンデーパパ　　　　　　　　  11/13
今年度からサンデーパパがパワーアップします。
お父さん・お母さんも一緒にご家族で楽しめます。
■とき／11月13日（日）10時～11時30分、13時～
15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／・飲み物・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

スマイルサンデー　　　　　　  11/27
ペアで「ツボ押し」や「マッサージ」など、
自宅で出来るセルフケアを学びます。
子どもの心と身体の簡単なケアもご紹介します。
■とき／11月27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・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）　■参加
費／大人1人150円　■持ち物／・飲み物・汗拭きタオ
ル・筆記用具・裸足になれる服装（靴下着用。ストッキ
ング等不可。）　■申込／11月14日（月）13時より

リラックス・リフレッシュ! リラママ　 11/18

子育て中のママのための「リラママ」。11月は「大人
の演奏会」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／11月18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　■参加費／
300円■持ち物／コーヒー、紅茶などの飲み物とマグカッ
プ・お菓子代200円　■申込／11月2日（水)9時より

恵庭市
子育て支援
センター

※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。

からのお知らせ
月11
October

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

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

母乳育児相談　　　　　　　  　 11/1
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／11月1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／飲み物
・フェイスタオル　■申込／10月18日（火）9時より

えだまめくらぶ　　　　　　 　 11/2
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／11月2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

子育てセミナー　　　　　　　  11/16
ママのリラックス法
■とき／11月16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　■持ち物／飲み物
■申込／11月2日（水）9時より

親子で遊ぼう　　　　　 　　　 11/30  
赤ちゃんのからだあそび
■とき／11月30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／0歳（生後
12ヶ月まで）の子どもとその保護者10組　■持ち物／
飲み物・バスタオル　■申込／11月16日（水）9時より

誕生会　　  ① 11/17  ② 11/15  ③ 11/14
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11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　11月17日(木) ②島松　11月15日
(火) ③恵庭　11月14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11月生まれの子どもとその保護者 各センター10組　
■申込／11月1日(火)9時より ※各センターでも受付し
ます。 ※誕生月以外のお子さんについては、申込不要です。

のびのびGO!　　　　　　  　　 11/22

えにわファミリガーデン「りりあ」にお出かけし
ます。親子で一緒に、思いっきり遊びませんか？
※現地集合となります｡
■とき／11月22日(火)10時～ 11時　■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　■参加費／入場料
大人150円3歳未満無料・3歳以上150円※参加
人数によっては団体料金が適用にならず200円とな
ります　■持ち物／飲み物・各自お子さんに必要な物
■申込／11月8日（火)9時より(当日参加も可）


