
月 火 水 木 金
2 3 4 5 6 　　　
おもちゃライブラリー おもちゃライブラリー おもちゃライブラリー おもちゃライブラリー 0・1歳児

　９：００～１２：００ 　９：００～１２：００ 　９：００～１２：００ 　９：００～１２：００ 親子あそびの広場

  １３：００～１５：００   １３：００～１５：００ 　１３：００～１５：３０   １３：００～１５：００ 　１０：００～１１：３０

おもちゃライブラリー

　１３：００～１５：３０

9 10 11 12 13
体育の日 おもちゃライブラリー おもちゃライブラリー たのしくモグモグ☆ おもちゃライブラリー

　９：００～１２：００ 　９：００～１２：００ こどもごはん講座 　９：００～１２：００

  １３：００～１５：００ 　１３：００～１５：３０ １０：００～１２：００ 　１３：００～１５：３０

16 17 18 19 20 21
0歳児のお部屋 おもちゃライブラリー おもちゃライブラリー おもちゃライブラリー ビ・エール

（７～１１ヵ月児） 　９：００～１２：００ 　９：００～１２：００ 　９：００～１２：００ であそぼう

　１０：００～１１：３０   １３：００～１５：００ 　１３：００～１５：３０ １０：００～１１：１０

おもちゃライブラリー 健診のため おもちゃライブラリー

　１３：００～１５：００ 午後お休みです 　１３：００～１５：３０

23 24 25 26 27
おもちゃライブラリー おもちゃライブラリー おもちゃライブラリー 1歳児以上 おもちゃライブラリー

　９：００～１２：００ 　９：００～１２：００ 　９：００～１２：００ 親子あそびの広場 　９：００～１２：００

  １３：００～１５：００   １３：００～１５：００ 　１３：００～１５：３０ 　１０：００～１１：３０ 　１３：００～１５：３０

おもちゃライブラリー
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30 31
0歳児のお部屋 おもちゃライブラリー

（２～６ヵ月児） 　９：００～１２：００

　１０：００～１１：３０   １３：００～１５：００

おもちゃライブラリー

　１３：００～１５：００

親子で楽しむ♪人形劇

１０：００～１１：００
（場所　保健センター）

美瑛町子ども支援センター
『ころころキッズ』

平成29年10月 第103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

外の空気もすっかり寒くなってきましたね。朝晩など急な冷え込みには体調、気を付けましょうね。

秋…といえば、食欲！！かぼちゃ・じゃがいも・枝豆・さんま…も美味しい季節になってきました。

今が旬な美味しい食材を食べて、たくさん遊んで、寒さに負けない体づくりをしたいですね。

寒い季節がスタートしましたが、１０月も元気いっぱいみんなで遊びましょう♪

１２日 たのしくモグモグ☆

こどもごはん講座
1歳からのとりわけメニュー作りと

食べムラ、遊び食べについての講話です。

講師 園田 奈緒 氏

場所 町民センター

時間 １０：００～１２：０0

参加費 400円
☆申し込みが必要です。詳しくは別紙にて

お知らせします。

20日 ビ・エールであそぼう
ビ・エールに集まって、みんなで楽しく遊び

ましょう。

場所 ビ・エール 2階

時間 10：０0～11：１0

21日 親子で楽しむ♪

人形劇
楽しい音楽に合わせてかわいい人形

が出てきます。

小さい子も楽しめますよ。

場所 保健センター

時間 １０：００～１１：００

☆人数把握のため申し込みを

お願いします。

ハロウィン展示

in 図書館

10月の１カ月間、図書館で支援セ

ンターの紹介コーナーが展示されま

す。

あそびの様子やみんなで作ったハロ

ウィン作品も展示しますので、ぜひ、

行ってみてくださいね！

ミニトマト、美味しかったね！

収穫を楽しみに来てくれるお友達も多く、

嬉しい顔がたくさんでした。

来年も何かできるといいなぁ…

～「解熱剤」のはなし～

だんだんと寒くなり始めた今日この頃。季節の変わり目では体調を崩し

やすくなりがちですよね。咳・鼻水・発熱…と症状は様々ですが、熱が

高くなると子どもも辛くなります。

そんな時、助かるのは「解熱剤」ですが、その使用によって「熱が下が

る」＝「風邪が治る」ということではありません。

体温が上がるのは体に備わっている防御反応。ところが解熱剤で無理に

体温を下げるとウィルスや細菌にとっては増殖しやすい環境になるため、

症状が強くなり回復までにかかる時間も長くなってしまうようです。

解熱剤は、熱のために飲んだり食べたりできないときや、だるいとき、

機嫌がわるいときなどに一時的に使い、少し楽になったら食べたり着替

えたり、体を拭いたりといったケアをしてあげましょう。

ちょっと豆知識！



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。

写真を貼ったり飾りつけ

をしたり、素敵なスク

ラップブッキングができ

ました！

おじいちゃんおばあちゃ

ん、喜んでくれたかなぁ

…

あいにくな雨の天気…でも屋内施設

のある公園で、元気いっぱい遊んで

きました。

夢中で遊び回るお子さんたちの表情

は可愛かったですね！

そして、たくさん遊んだあとは、み

んなでお弁当！美味しかったね！
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