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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　 tel 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　 tel 0123-37-6020

もりCafé　　　　　　　　　　 3/8
3月は、「コーヒーのおもてなし」です。おいしい
コーヒーを楽しみながら、ゆったりとした時間を
味わいませんか？
■とき／3月8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／2月24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。

リラックス・リフレッシュ! リラママ　 3/17
子育て中のママのための「リラママ」。３月は「自
分だけの器づくり」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／ 3月17日(金)9時45分～ 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 ※別途、材料費1,000円必要です。　■持ち物／
エプロン・麺棒他（詳細についてはお問い合わせください）　
■申込／必要・3月3日（金)9時より。

ちびっ子アスレチックの日 ① 3/3  ② 3/17
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／①3月３日（金） ②3月17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 3/11  ② 3/25
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／①3月11日（土） ②3月25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／必要・問い合わせください。

子どもの応急手当　　　　　　  3/22
北海道ハイテクノロジー専門学校、救急救命士学
科の講師による子どもの応急手当を学びます。
■とき／3月22日（水）10時30分～　■ところ／
子育て支援センター めぐみの　■対象・定員／未就
学児の保護者　■申込／不要

大型ブロックで遊ぼう！　　　　　  3/8
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／3月8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　 3/24
ボディメイキング　（講師）セントラルスポーツ恵
み野　インストラクター
■とき／3月24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　■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／動きやすい服装・飲
み物・汗拭きタオル　■申込／ 3月9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。

元気いっぱいホールの日　　　　　 3/22
ホールならではの遊具を楽しみながら、
思いっきり体を使って遊びましょう
■とき／3月22日(水）9時30分～ 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／おま
まごと、トミカ、絵本、人形などのおもちゃはお休みとな
ります。

ミニミニえほんのひろば　　　  　 3/9
絵本の読み聞かせや手遊びなどを行います。
■とき／3月9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　tel 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　tel 080-8295-6547

サンデーパパ 　　　　 ① 3/12  ② 3/26
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／①3月12日（日） ②3月26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　■申込／不要　■その他／①はホールでも遊
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。）

恵庭市恵庭市
子育て子育て支援センター支援センター

※ 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。

からのからの
お知らせお知らせ
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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　tel 0123-33-0037

市内子育て支援センター各所
問合せ・申込／各子育て支援センター

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　tel 080-8297-5101

母乳育児相談　　　　　　 　　 3/7
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／3月7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／就学
前の双子とその保護者 4組　■持ち物／飲み物・フェイ
スタオル■申込／２月21日（火）9時より

ひろばplus　　　　　　　　　 3/28
いつもの子育てひろばにplusして、季節の制作
などを楽しみます。今月は「ロケット製作」です。
■とき／3月28日(火) 9時30分～11時30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　■申込／必要・3月14日（火）
9時より ※はくよう及びしままつでも受付します。

子育てセミナー　　　　　　　  3/15
子どもの発達について
■とき／3月15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／3月
1日（水）9時より

親子で遊ぼう　　　　　 　　　 3/22  
石けん粘土で石けんを作ろう
■とき／3月22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・お手拭きタオ
ル・エコバック　■申込／3月8日（水）9時より。

誕生会　　　 ① 3/16  ② 3/14  ③ 3/13
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2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　3月16日(木) ②島松　3月14日(火) 
③恵庭　3月13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3
月生まれの子どもとその保護者　各センター10組　■申
込／3月1日（水）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。

えだまめくらぶ　　　　　　 　 3/1
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／3月1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
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問題1  ② キウス周堤墓群
(しゅうていぼぐん)

問題2    ①ささえーる
問題3   ②４位 

問題4   ③飛行場の付近
問題5   ②９校

問題は8ページ

講演会

パックン
マックン
講演テーマ

検 索えにわ通年雇用

TEL：0123-33-3131（内線3334）  FAX：0123-33-3137
〒061-1498 北海道恵庭市京町１番地  恵庭市経済部商工労働課内恵庭市通年雇用促進協議会

恵庭市民会館3階中ホール
日 時

会 場

申 込

3
2023

13:30~15:107月 日火

電話または恵庭市通年雇用促進協議会ホームページ
「お申し込みホーム」に入力・送信してください。

スマートフォンでの
アクセスはこちら

定員に達し次第
募集は終了

定員
100名

厚生労働省委託　令和4年度通年雇用促進支援事業

笑って向上！
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至千歳市街

千歳市産業振興部産業支援室 開発振興課 （事業主体・売主／千歳市）

Tel.0123-42-5501 https://www.chitose-izumisawa.jp/
〒066-0009 千歳市柏台南1丁目3番地の1 千歳アルカディア・プラザ3階（JR南千歳駅前）

詳細については
こちらにお問合せ
ください。

澄んだ空気、自然豊かな土地「若草1丁目」と「文京3丁目」
千歳市商業施設用地 好評分譲中

文京3丁目商業施設用地

若草1丁目商業施設用地
●所在地/千歳市
　Ⓐ若草１丁目10-12外
　Ⓑ若草１丁目17-1外
●用途地域/第２種住居地域 
●建ぺい率/60% 
●容積率/200% 
●分譲区画/2区画 
●分譲面積/
　3,002.07㎡～9,586.36㎡ 
●分譲単価/23,600円/㎡　
　（約78,000円/坪）
●分譲価格/若草商業施設用地は複数区画の集合体であることから、面積は実面積と
　多少異なる場合があります。実際に分譲する際は、実測地積に分譲単価を乗じた額
　を分譲価格とします。

●所在地/千歳市文京３丁目2-3 
●用途地域/近隣商業地域 
●建ぺい率/80% 
●容積率/200% 
●分譲区画/1区画 
●分譲面積/661.19㎡（200.00坪） 
●分譲単価/23,600円/㎡（約78,000円/坪）●分譲価格/1,560.4万円

 ※基本的に、物件は現状有姿での引渡しとしますが、「若草１丁目10-12外」は起伏のある土地のため、購入申込み受理後、
 　当市において平坦に造成するための最低限度の整地作業を実施します（作業期間：３～４か月程度（要相談））。
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