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美瑛町子ども支援センター
『ころころキッズ』

平成29年9月 第102号

美瑛町東町3丁目1番2号
保育センター内（92-1035）

お子さんの成長や育児について、ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください
受付時間 月～金 9：00～17：00 電話番号 92-1035

暑くて短い美瑛の夏、みなさん楽しめましたか？

朝晩はだいぶ過ごしやすくなったり、外ではトンボがチラホラ飛び始めたり…秋がスタートという感じですね。

９月は公園で秋を見つけて遊んだり、親子バス遠足もあります。また、楽しい製作も企画していますよ。

過ごしやすい季節ですが、夏の疲れも出てくる時期です。体調に気をつけてたくさん遊びましょう♪

5日 児童館であそぼう
みんなで一緒にあそびましょう。

赤ちゃんスペースも用意しています。

場所 なかよし児童館（西町３丁目）

時間 １０：００～１１：００

☆11時より「あいあい」さんの

おはなし会があります。

8日 公園であそぼう

（丸山公園）

《親子遠足》

どんぐりや木の実を拾いながら

公園をお散歩しませんか。

場所 丸山公園（丸山１丁目）

時間 10：00～11：15

＊雨天の場合は中止となります。

22日 ミニ講話

11：１５～ 発達支援の先生から発達

についてのお話もあります。

今回のテーマは

「ことばの発達について」です。

日常の子どもへの関わり方などの豆知

識が盛りだくさんですよ！

１１日・２５日 0歳児のお部屋

お子さんの手をぺったんして、ハロ

ウィンの手形アート作りをします。

出来上がった作品は図書館に展示す

る予定です。

記念にいかがですか？

ハロウィン製作

みんなでハロウィンの手形アート作り

をしませんか？

出来上がった作品は、図書館に展示す

る予定です。

6日 スクラップブッキング

に挑戦！

9月１８日は敬老の日。おじいちゃ

ん・おばあちゃんへのプレゼントに手

作りお手紙なんていかがですか？ライ

ブラリーの時間内で作ります。お子さ

んの写真を持参してください。

１１日

２５日 ０歳児のお部屋

２２日

９：００～１１：１５ 製作

１１：１５～１１：４５ ミニ講話

１３：００～１５：３０ 製作

バスに乗って遠足に行きませんか。
いっぱい遊んでみんなでお弁当を食べ
ましょう♪

日時 ９月１４日（木）

場所 東豊公園
（旭川市豊岡１２条１１丁目）

定員 15組

★申し込みが必要です。

室内遊技場でも遊べます。

上履きを持参してください。

★詳しくは別紙にてお知らせします。



子ども支援センターあそびの紹介

美瑛町のホームページからも「ころころだより」を見ることができます。

わんぱく広場楽しかったね！

ミニトマト豊作！！

7月にスタートしたミニトマト栽培。

暑い日が多くなり、赤や黄色の実を

つけてくれました。

ライブラリー後、遊びに来てくれた

お友達と収穫して食べています。

モグモグ美味しい！と笑顔がたくさん

です。

今年は保育園のお遊戯室でのわんぱく広場となりました。

みんなで体操をしたり、お父さん・お母さんと一緒にゲー

ムをしたり！

体いっぱい使ってたくさん遊びました！

みんなでスイカ割り！

とっても大きなスイカめがけて思いっきり叩い

ていましたよ。

最後はお父さんに豪快に割って頂きました！

美味しかったね！！
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