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新千歳空港→
千歳ハム

●工場直売店

36

千歳市上長都3番地5 ●営業時間/10時～17時 
●水曜日定休
 https://www.chitoseham.co.jp/北海道千歳ハム株式会社 TEL.0123-26-0262

ベーコンブロックバジルウインナー、チーズウインナー、
コーンウインナー、ポーク辛党ウインナー、
ポーク＆ビーフウインナーの5種類

直売店通常価格
税別650円（税込702円）▶

各税込429円の品▶

あらびき
ポーク
ウインナー

直通電話

（180g）ちとせ
ポークソーセージ

辛党
ウインナー（290g）

（税込540円）

（税別）

直売店通常価格
税別380円（税込410円）▶（税込302円）

（税別）

直売店通常価格
税別300円（税込324円）▶（税込216円）

（税別）

100ｇあたり税別185円（税込199円）▼

（税込159円）
（税別）

（税込1,080円）

（税別）

（税込1,058円）

（税別）

他にもお得な商品をたくさん
ご用意してお待ちしております!

10：00
▼

17:00木 火

第12回 地域のみ
なさまに、日頃の感謝をこめて。

（500g）

ロース焼豚
ブロック

（税別）

1gあたり1gあたり

（税込1.08円）（税込1.08円） ホワイトロース
ハムブロック

（税別）

1gあたり1gあたり

（税込1.08円）（税込1.08円）

スモーク
レッグ（140g）
直売店通常価格
税別250円（税込270円）▶（税込216円）

（税別）

auショップ・みなみ農園の出店を予定しています!auショップ・みなみ農園の出店を予定しています!auショップ・みなみ農園の出店を予定しています!auショップ・みなみ農園の出店を予定しています!

auショップブースにて
携帯料金相談＆簡単なアンケートにお答えいただくと

千歳ハムの200円割引券プレゼント!

みなみ農園ブースにて

新鮮朝採れ野菜販売

10/2土・3日　2日間

ひので児童館
千歳市青葉 5丁目 8-8
☎＆FAX 0123-24-3163

＊絵本でわくわくおやこで
あ・そ・ぼ♪
　絵本は心をつなぐ素敵な
コミュニケーションツール
です。
 11月12日（金）
 10時30分～11時30分
 15組
 11月1日（月）～

しなの児童館
千歳市富士 2丁目 3-4
☎＆FAX 0123-22-2977

＊ハロウィン工作週間
　児童館でハロウィンを楽し
もう！ハロウィングッズやハロ
ウィン工作がいっぱい！　申
込不要、直接会場へ。
  10月18日（月）～ 10月
29日（金）
 飲み物、タオル

ほくおう児童館（北斗）
千歳市北斗 5丁目 6-10
☎＆FAX 0123-42-3743

＊ハッピーハロウィン
　みんなで仮装を楽しもう！　
何に変身しようかな？
 10月18日（月）
 10時30分～ 11時30分
 15組
 10月11日（月）～

＊Ewi（イーウィ）ライブ
　Ewiの音色で癒されましょ
う！　ほくおうアイドル・Ken
◎（けんだま）クラブも登場！
 11月15日（月）
 10時30分～ 11時30分
 15組
 11月１日（月）～

せいりゅう児童館
千歳市清流 2丁目 4-2
☎＆FAX 0123-22-2560

＊ハロウィン制作
　アンパンマンリースを作っ
てハロウィン気分！
 10月22日（金）
 10時30分～ 11時30分
 15組
 10月11日（月）～

いずみさわ児童館
千歳市柏陽 2丁目 2-1
☎＆FAX 0123-28-6110

＊ハロウィン
　Happy Halloween!
インスタ映えスポットが…
 10月29日（金）
 10時30分～ 11時20分

 10組
 10月12日（火）～

＊映画会とわらべうた
　みている絵本を大きな画面
で楽しみましょう。わらべうた
でほっこりしましょうね！
 11月16日（火）
 10時30分～ 11時30分
 10組
 11月１日（月）～

ちとせっこ児童館
千歳市花園 4丁目 3-1
☎＆FAX 0123-42-5551

＊お買い物ごっこ
　ちとせっこモール開店です♪　
お気に入りのお店、見つかる
かな？
 11月12日（金）

 10時30分～ 11時30分
 エコバック
 10組程度
 10月25日（月）～ 10月

29日（金）

希望が丘児童館
千歳市新富 1丁目 2-14
☎＆FAX 0123-26-2060

＊ミニリンピック
　オリンピック気分で運動遊
びを楽しみましょう。
 10月22日（金）
 10時30分～ 11時
 飲み物、タオル
 8組
 10月13日（水）～

アイコンの説明 開催日 時間 会場 対象 定員 持ち物 講師 参加料 申込 問合せ

※ 新型コロナウイルス感染症の状況によっては、変更となる場合があります。

児童館においでよ！
詳細は各児童館へ！　

電話申込は、午前9時からです。

千歳市児童館千歳市児童館1010～～1111月月の親子行事の親子行事

ラッキーワード ラッキーカラー

今週今週のの星占い星占い
ミス・バレンタインの

秋色のインテリア
パンプキンイエロー

断捨離
白

インスピレーション
ローズピンク

和解・許し
アクアブルー

停滞していた物事がス
ムーズに動き出します。
季節の変化を生活に取り
入れる工夫が運気アップ
につながります。

持ち物の見直しに良い時
期です。不要な物を整理
することで、運気がアッ
プします。手放すことで、
新たなものが手に入る時
です。

心から楽しいと思えるも
のに出合える時です。美
しいもの、感動できるも
のから力をもらうことが
できます。愛情面でも良
いことがありそう。

過去と向き合う出来事が
ありそうです。疎遠に
なっていた人との再会や
和解のチャンスがありま
す。受け入れる気持ちを
大切に！

マッサージ・治療院
アイボリー

スケジュール帳
ターコイズブルー

友人・仲間
栗色

地図・フリーペーパー
モスグリーン

文房具
シルバー

環境イベント・SDGs
柿色

傾聴
ラベンダー色

やるべきことが多い時期
です。仕事とプライベー
トの切り替えを心がけま
しょう。健康に良いこと
を試すと、元気に過ごせ
ます。

予定変更や変化の多い時
期です。古い習慣に縛ら
れずに臨機応変に対応し
ましょう。約束の確認を
心がけて！

心地良い居場所を作るこ
とで元気になれる時で
す。部屋のインテリアを
変えたり、手作りするこ
とで心豊かに過ごせま
す。

人間関係が広がることで
忙しい時期です。知人の
紹介から、さらに良い出
会いや未来への希望が広
がりそうです。

以前から気になっている
場所や人を訪ねると、良
いことがあります。興味
のある分野で、良い情報
を入手できそうです。

周囲からの期待や注目が
集まる時です。少々重い
責任をあえて引き受ける
ことで、あなたへの信頼
度がアップします。

すぐに結果が出なくて
も、未来に役立つことを
学んだり深めることが幸
運を引き寄せます。10
年後の未来をイメージす
ることが大切です。

周りの人たちの心の変化
に敏感になる時期です。
弱い立場にいる人を支援
することで、あなたの優
しさを力とすることがで
きます。

ホームセンター
キャロットオレンジ

10 月 1日～ 10月 7日
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