
2023年3月31日（金）ちゃんと 8

 千歳市観光スポーツ部スポーツ振興課スポーツ振興係  電話0123-24-0855（直通）
 北海道日本ハムファイターズ  電話 0570-005-586

千歳市からのお知らせ

問合せ

対 象 千歳市内に居住する方
試合日時 4月26日（水）対オリックスバファローズ戦（18時試合開始）
会 場 エスコンフィールド北海道（北広島市Fビレッジ）
定 員 600組1200人（応募者多数の場合抽選）
対象座席  エスコンフィールド指定席

（塁側・お座席位置はお選びいただけません）
申込期間 4月1日（土）から4月16日（日）
申込方法  パソコンで球団ホームページ（https://ticket.

fighters.co.jp/plan/lp/regES4CbbgAw-
QhETzUZHhAXIFHdTMtbiBFeNaxsw0g=）また
は、スマホ・携帯電話で二次元コードから申し込み。

当選結果  締切後1週間以内に（株）北海道日本ハムファイターズから応募者へ
メールにて通知があります。※【fi ghters.co.jp】及び【fmail.fi ghters.
co.jp】の各ドメインからのメールを受信できるよう事前に設定して
ください。

そ の 他  当選された方で別の席種・座席の追加購入を希望される場合は、試
合前日までお送りするチケット（二次元コード入場券）の「変更する」
ボタンから座席変更・追加購入が可能です。（有料・残席がある場合
のみ）ご応募いただきました個人情報は（株）ファイターズスポーツ
＆エンターテイメントが適切に管理し、本件を含むチケット関連の
DM・アンケート等による案内以外には利用されません。

北海道日本ハム
ファイターズの応援に行こう!

4月26日（水） 18時 VSオリックスバッファローズ戦

北海道日本ハムファイターズが千歳市民を対象に
エスコンフィールド指定席600組1200人をご招待します。

千歳市民
応援デー

 会場内でファウルボールや折れたバット等により負傷された場合、応急処置
は行いますが、主催者・球場管理者に帰責事由がある場合を除き、その後の
責任は負いかねますので、ご了承ください。

 【注意事項】　

4月26日

 北海道日本ハムファイターズ　お問合せフォーム
  https://app.fi ghters.co.jp/inquiry/

恵庭市からのお知らせ

問合せ

4月28日

申込期間 4月1日（土）～ 4月16日(日)
申込方法  右上の二次元コードより申込フォームにア

クセスしてください。
対象席種  エスコンフィールド指定席（塁側・お座席位置は

お選びいただけません。）当選者の方で別の席種・
お座席の追加購入をご希望される場合は、試合
前日までお送りするチケット（二次元コード入場券）の「変更する」
ボタンから座席変更・チケット追加購入が可能です。（有料・残席
がある場合のみ）

受け取り  当落通知は、締切後1週間以内にメールにて送付いたします。
〔fi ghters.co.jp〕および〔fmail.fi ghters.co.jp〕の各ドメインからのメー
ルを受信できるよう事前に設定をお願いいたします。チケット(二次
元コード入場券)は当選通知と共にメールにてお送りいたします。ご
入場の際は二次元コード入場券をご提示ください。

個人情報  応募いただきました個人情報は、㈱ファイターズ 
スポーツ＆エンターテイメントが適切に管理し、
本件を含むファイターズ関連のDM・アンケート
等による案内以外には利用されません。

北海道日本ファイターズ戦にご招待！

お申込みは
こちら！

問合せは
こちら

　北海道日本ハムファイターズでは4月28日（金）午後6時から
エスコンフィールドHOKKAIDOで開催される福岡ソフトバンク
ホークス戦に恵庭市にお住まいの方ペア600組1200名をご招待
いたします。観戦希望の方は以下の二次元コードよりお申込みくだ
さい。 ※応募多数の場合は抽選となります。

恵庭市民応援デー

《注意事項》球場内でファウルボールや折れたバット等により負傷された場合、応急
処置はいたしますが、主催者・球場管理者に帰責事由がある場合を除き、その後の
責任は負いかねますので、ご了承ください。

元気いっぱいホールの日　　　  　 4/26
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／4月26日(水）9時30分～ 11時15分　■対
象・定員／就学前の子どもとその保護者　■申込／不要

ミニミニえほんのひろば　　　  　 4/13
絵本の読み聞かせや手遊びなどを行います。
■とき／ 4月13日（木）11時～ 11時15分　■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

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4 April

リラックス・リフレッシュ! リラママ　 4/21
子育て中のパパ・ママのための「リラママ」。４
月は「ハンドマッサージとツボ」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／ 4月21日(金)10時～ 11時15分　■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／飲み物（その他持ち物につ
いてはお問い合わせください）　■申込／4月7日（金）9
時より

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

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

ひろばplus　　　　　 ① 4/10  ② 4/25
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「こどもの日製作」です。
■とき／①恵庭 4月10日(月) ②島松 4月25日
(火) 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／就学前の子どもとその
保護者 各センター10組　■持ち物／飲み物・おし
ぼり又はウエットティッシュ・エコバッグ　■申込／
4月3日（月）9時より

HAPPY☆マッピー☆リフレッシュ  4/28  
産後の骨盤まわりケア

■とき／4月28日(金) 10時15分～ 11時30分
（受付10時）　■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　■
講師／セントラルフィットネスクラブ２４恵み野 イ
ンストラクター　■持ち物／飲み物・汗拭きタオル・
動きやすい服装　■申込／4月13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。

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

セカンドステップ説明会　　　　 4/15  
セカンドステップとはどういうものかの説明を
聞いてレッスンを見学してもらいます。
■とき／4月15日（土）10時～10時30分　■対象・
定員／4歳から8歳くらいまでの子どもと保護者　■申込
／必要・問い合わせください。

セカンドステップ　　     4/15  4/22
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／①4月15日（土） ②4月２２日（土）10時30分
～　■対象・定員／4歳から8歳くらい　■申込／必要・
問い合わせください。

大型ブロックで遊ぼう！　　　　　  4/12
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／4月12日（水）10時～11時30分　■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

こいのぼりを作ろう！ 　　  4/26 ～ 4/28  
紙コップを使ってオリジナルのこいのぼりをつ
くります。
■とき／ 4月26日 (水 ) ～ 4月28日 (金 ) 10時
～ 11時30分　■対象・定員／未就学児のみ 15組　
■申込／不要

ちびっ子アスレチックの日　　  4/21   
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／4月21日(金) 10時～11時30分　■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

誕生会　　　 ① 4/12  ② 4/17  ③ 4/18
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4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 4月12日(水)②恵庭 4月17日
(月) ③島松 4月18日(火) 9時30分～ 11時30
分　■対象・定員／就学前の4月生まれの子どもとそ
の保護者 各センター10組　■申込／4月3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。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

子育てセミナー　　　　　　　  4/19
助産師による母乳育児～出産後から卒乳まで
■とき／4月19日（水）10時～11時　■対象・定員／
就学前の子どもとその保護者 10組　■申込／4月5日
（水）9時より

親子で遊ぼう　　　　　 　　　 4/26  
うきうきわくわくこどもの日
■とき／4月26日（水）10時～11時　■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・
おしぼり又はウエットティッシュ・エコバッグ　■申込／4
月12日（水）9時より

えだまめくらぶ　　　　　　 　 4/5
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／ 4月5日（ 水 ）9時30分 ～ 11時30分　　
■対象・定員／就学前の双子とその保護者 10組　■
申込／不要


