
2022年11月4日（金）ちゃんと 20

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

＊クリスマス会
　かわいいサンタのコーンハット
を作って、パーティしましょう！
  12月16日（金）
 10時30分～ 11時30分
  15組
 12月1日（木）～

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

＊サンタが しなのに やってくる
　作って、踊って、みんなでクリ
スマスを楽しもう♪
 12月16日（金）
 10時30分～ 11時30分
 15組
 12月1日（木）～
ほくおう児童館（北斗）
千歳市北斗 5丁目 6-10
☎＆FAX 0123-42-3743

＊アンパンマンと一緒にクリスマス会
　アンパンマンブーツ制作＆マ

ジックショー！
 12月16日（金）
 10時30分～ 11時30分
 15組
 12月1日（木）～
しゅくばい児童館
千歳市弥生 2丁目 7-4
☎＆FAX 0123-27-3126

＊クリスマス会
　お口でふーっ！くるくる・キラ
キラ、回るミニツリーを作りま
しょう！
 12月16日（金）
 10時30分～ 11時30分
 15組
 12月1日（木）～

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

＊ ミュージカル（児童・親子合同行事）

　竜宮城から乙姫様が…！歌と
踊り、楽器を使った新しいミュー
ジカル！
 11月21日（月）
 10時30分～ 11時30分
 飲み物
 15組
 11月11日（金）～

＊クリスマス会
　バルーンアートとクリスマス制
作♬
 12月16日（金）
 10時30分～ 11時30分
 15組
 12月1日（木）～
いずみさわ児童館
千歳市柏陽 2丁目 2-1
☎＆FAX 0123-28-6110

＊おかあさんのためのおはなし会
　ゆったり・ほっこり・うるう

る　子育てをがんばっているお
母さん方へ絵本の世界を届けま
す。おかあさんだけの参加もOK
です。
 11月18日（金）
 10時30分～ 11時30分
 15組
 11月10日（木）～
ほくよう児童館（勇舞）　
千歳市勇舞３丁目４-1

☎＆FAX 0123-26-6789
＊クリスマス会
　少し早いクリスマスをみんな
で楽しもう！
 12月16日（金）
 10時30分～ 11時30分
15組
12月1日（木）～

みどり台児童館
千歳市みどり台北 5丁目 3-11
☎ 0123-25-6891 FAX 0123-25-6892

＊クリスマス会
　みんなでアンパンマンリース
をつくっちゃおう！
 12月16日（金）
 10時30分～ 11時30分
 15組
 12月1日（木）～

あんじゅ児童館
千歳市春日町 5丁目 1-10

☎ 0123-23-8015 FAX 0123-23-8016
＊クリスマス会
　みんなで楽しみましょう。
 12月14日（水）
 10時30分～ 11時30分
 25組
 11月14日（月）～

11～12
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。

ちとせ・まち
魅力検定2022
基礎編（2） 問題は6ページ

問題1  ①千歳市民活動交流センター
問題2    ②穗積　雅子
問題3   ①指宿市  

問題4   ②第２位
問題5   ③山線鉄橋
問題6   ②動物型土製品

ほずみ  　 　 ま さ こ

いぶすき

やませんてっきょう

　子ども園は初めての社会体験の場となります。家族以外
の人と接する事により、人格形成の基礎となる「他者の存在
を認める心」が育ちます。
　えほんの森では、音体教育を通して最後までやり遂げる
心、美しいものに感動する心を見出し、生き生きと表現する
子どもを育みます。
　乳幼児期の子どもの伸びる力は素晴らしいものです。子ど
も達一人ひとりの可能性を信じ、共に成長出来る事は何より
の喜びです。ご家庭と園とで分かち合いながら、子ども達の

健やかな成長を見守って行きたいと思います。ぜひ一度園の雰囲気をご覧になってください。

2023年度  新入園児募集
『えほんは産まれてから初めて触れる人生の教科書』

■ 願書配布期間 ／ 随時
■ 対　   　象 ／ 2023年度に１号認定で入園を
 お考えのお子さま
■ 受付時間 ／ 9:00～18:00
■ 見　   　学 ／ 随時
 願書取りに来た際に見学も可能です。
■ 配布場所 ／ 認定こども園えほんの森

TEL.0123-34-0708
住所：恵庭市桜町3丁目9-1
メール：info@ehon-no-mori.com

社会福祉法人こどもの杜

認定こども園えほんの森

2023

広告こどもは
遊びの開発者

Instagramでは、園での日常等を
発信しています。
良かったらフォローください。

北海道千歳ハム株式会社 TEL.0123-25-5861直通電話
（税込648円）
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新千歳空港→

●工場直売店
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●営業時間/10～17時　●水曜日定休

工場直売店限定
44●金 88●火11/ ～ まで

%OFF3%OFF3%OFF3%OFF3 &お会計 送料

TEL.0123-26-0262

44●金 88●火11/ ～

Youtubeチャンネルのアクセスはコチラから 
※チャンネルの事前登録もお願いいたしますTEL：0123-49-3330（坂本・寺田）　ホームページ chitose-renkei.com

お問合せ

この事業は千歳市在宅医療・介護連携推進事業として運営しています

千歳市在宅医療・介護連携推進事業 2022年度在宅医療・介護連携フォーラム

千歳市在宅医療・介護連携支援センター
※新型コロナウィルス状況に伴い予告なく中止となる場合がございます

当日はYoutubeでのライブ配信を
予定しています

～今と未来、ヒトとヒトがつながるちとせ～

主催：　　千歳市保健福祉部　企画・運営：NPO法人ちとせの介護医療連携の会

土

Googleマップ

千歳医師会、北海道千歳保健所、千歳市歯科医師会、千歳市歯科衛生士会
千歳市社会福祉協議会、千歳市ケアマネジャーの会、札幌薬剤師会千歳支部

日時

会場

後援

13:40～14:00
opening!

14:00～14:45

15:00～16:00

13:30～16:00

seminar!

discussion!
初めて福祉サービスを利用する住民の方と誰が どうやって将来のこと
を一緒に考えるのか、 1人の高齢者のこれからを一緒に考えてみませ
んか? 

介護のことや健康のこと、将来の介護福祉のお仕事に ついての相談に専門スタッフが対応します。 「平日
の相談が難しい....」 「医療・介護の仕事に就きたいけどどうすればいいの?」 どんなことでもお気軽にご
相談ください! 

consultation!

■ちとせの介護・医療
　オシゴトガイド
■千歳市・恵庭市 
　在宅医療 ハンドブック

キューちゃんの

今日は何の日？

11月4日は「ユネスコ憲章記念日」
　1946年11月4日にユネスコ憲章が発効したことで、 正式に
ユネスコが発足したことにちなんで記念日が制定されたんだ。
United Nations：国連、 Educational：教育、 Scientific：科
学、 Cultural：文化、 Organizations：組織、 の各単語の頭文
字を取った略称で、 日本では「国連教育科学文化機関」と訳され
てているんだ。


