
  

 

 

 

 
 

― すべての子供たちの楽しい思い出の真ん中に 戸田市立児童センターこどもの国  がありますように ―  

 
 
 

 

統括館長  堀内 俊吾 

 早いもので、2022年（令和４年）も折り返しの時期になりました。元旦に立てた目標がいつの間にか

どこかへ吹っ飛んでしまったのは、私だけでしょうか？  

さて、日本では 7 月を文月と呼びますよね。7 月 7 日に七夕の詩歌を献じたり、書物を夜風に干す行

事があって「書物（文）をひらく（披く）」という意味の文披月（ふみひろげづき）から「文月」と呼ばれ

るようになったという説や、稲の穂が実る頃という意味の「穂含月（ほふみづき）が転じて「文月」にな

ったという説もあるようです。7月7日は願い事を短冊に書きながら、お子様とちょっとロマンチックな

気分に浸ってみてはいかがでしょうか。 

日本人が好きな言葉 第一位は「ありがとう（感謝）」 

日本人が好きな言葉については、さまざまな機関で調査が行われていますが、そのほとんどで1位を獲

得しているのが、「ありがとう」です。皆様の中にも「私も、そう思う！」とおっしゃる方が多いのではな

いでしょうか。 

 じつは、「こどもの国」は、この「ありがとう」という言葉があふれています。例えば、お貸ししたゲー

ムやぬり絵用の色鉛筆、ボールやラケットを返す時、多くの子供たちが「ありが

とうございましたぁ！」と元気な声で感謝の気持ちを伝えてくれます。そして、

ちょっと離れたところには、ニコニコしながらお子様を見つめている保護者の方

がいらっしゃいます。中には、退館するときに、親子で大きな声であいさつをし

てくださるご家族もいらっしゃいます。その言葉を聞くと、スタッフ一同、とて

もあたたかい気持ちになります。 

        「ありがとう」は魔法の言葉 

私たち人間は、ともすると「自分一人で生きている」と考えがちです。また、小学校高学年から中学生

の頃は、人にお世話になっても素直に「ありがとう」と言えない時期でもあります。 

でも、 「ありがとう」は、言った人も、言われた人も「幸せ」になれる魔法の言葉です。 

「ありがとう」は、相手を大切に思う「愛」が詰まった言葉でもあります。 

そして、「ありがとう」は、相手の心に感謝する「心の贈り物」でもあるのです。 

お家の中に「ありがとう」があふれますように 

 保護者の皆様は、お子様に「ありがとうは、あなたも相手の人も心があたたかくなるよね」なんてお話

をされながら、お子様の心をしっかりと育てていらっしゃるのだろうと拝察いたします。ですから、「あり

がとう」が素直に言える子供の表情はキラキラしていますし、相手を思いやり、みんなから愛される人間

に確実に育っていることが伝わってきます。ぜひ、これからも、まずはお家の中で保護者の方から「あり

がとう」のシャワーをお子様にいっぱい注いでいただきたいと思います。 

明日も、笑顔いっぱいの子供たちの「ありがとうございました」がこだまする「こどもの国」であるこ

とを楽しみにしています。 

だより 2022年（令和4年）7月号 
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     ホームページは「戸田 
市こどもの国」で検索 

ありがとう 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父の日 メッセージカードづくり 
   

6月19日（日） 

は、父の日。こども 

の国では、親子でメ 

ッセージカードを作 

りました。 

 子供たちはお父さ 

んの似顔絵とともに、素敵なカードを作り上げ

ました。これをお子様から受け取ったお父さん

のニコニコ顔を想像すると、 

私たち職員もとてもあたたか 

い気持ちになりました。

土・日は大賑わい 

「のりもの」同様、土・日曜日はどの部屋

も大賑わい。屋内砂場は御覧のとおり。図書

室や談話室は空席がなく、軽体育室の予約も

いっぱいになってしまいます。 

 あるお母さんは「最近は、日曜日になると、

お父さんから『 

こどもの国へ行 

こうかって言う 

んです。（笑）』」 

と話してくれま 

した。 

 

 

 

 

 

 
             

今月は、       今月は、梅雨を描

いた作品が多かっ

たですね。来月も素

敵な作品をお待ち

しています。 

           

ポンダンス 
～ポンポンをもって、みんなで 

楽しくおどろう～をテーマに、 

Keiko先生（K＊carat Dance  

Team／Dreamy 代表）の指導の

もと、月1回開催されています。ちびっこクラス（年少～年

長と保護者）とジュニアクラス（小学 

生）の2コースがあり、毎回当日先着 

12組が参加できます。ぜひ、体をい 

っぱい使った楽しい時間を一緒に過ご 

してみませんか。（室内履き、飲み物 

持参。動きやすい服装で） 

 

 

 

「のりもの」だーいすき 

 雨空が多かったこともあり、6月の毎週火

曜日の「のりもの」は大人気。子供たちがス

イスイとあちらこちらに移動すると、お母さ

んやお父さんも大急ぎで追いかけていきま

す。あるお父さんは「たった20分で3500

歩も歩いてしま 

いました」と汗 

だく。でも、お 

子さんは涼しい 

顔をしていまし 

た。 

大学生サロン 

 6 月19 日（日）、本館の運営のお手伝いをし

てくれている大学生によって開催されました。児

童は４～５人で 1 グループをつくり、大学生が

出題する問題に力を合わせて取り組みます。この

日は、大学生も悩んでいるグループに入り、一緒

に考えていました。小学生から大学生まで異年齢 

が一つになって答えを 

導き出す姿は、周りで見 

ている私たちもグッと 

引き込まれました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



場所 講座・イベント名 対象 時間 内容・その他/持ち物 申し込み方法

多目的ホール よくみてかんがえて 未就学児と保護者 ９：００～１４：３０ 手先を使った知育あそびになります♪ 当日受付

➀９：５５～(20分程度） おひざでリトミック（0歳～1歳）

➁１０：３０～（20分程度） あんよでリトミック　（１歳～２歳）

③１１：０５～（20分程度） げんきリトミック　（2歳以上）

ちびっこクラス　 年少～年長と保護者　１２組 ９：３０～１０：１５ ポンポンを使ってチアダンスを楽しみましょう♪

ジュニアクラス　小学生　１２組 １０：３０～１１：１５ 持ち物/室内履き・飲み物・動きやすい服装

「織姫と彦星に七夕飾りを届けよう♪」

ゲームで七夕を楽しもう！

小学生（未就学児年長は保護者同伴で可） LaQを使って作ってみよう！

先着5名 今月のテーマはなぁに？

キャラクターボールなどで

思いきり体をつかってあそびましょう♪

足こぎ遊具を使い体を動かして

思いきりあそびましょう♪

①１０：００～１０：２５　 制作・歌・手遊びなど

②１１：００～11：２５ 親子でいっしょに楽しみましょう♪

おりがみであそぼう♪

今日のおりがみはなぁに？

7 木

多目的ホール よくみてかんがえて 未就学児と保護者 ９：００～１４：３０ 手先を使った知育あそびになります♪ 当日受付

➀９：５５～(20分程度） おひざでリトミック（0歳～1歳）

➁１０：３０～（20分程度） あんよでリトミック　（１歳～２歳）

③１１：０５～（20分程度） げんきリトミック　（2歳以上）

9 土 多目的室１ おりがみタイム 全児童（未就学児は保護者同伴） 各回５組 ①１０：３０～　②１５：３０～ 季節のおりがみ作品をいっしょに作りましょう♪ 当日受付

わらべうた遊び・科学あそび・エクササイズ

百人一首・チャレラン・表彰式

キャラクターボールなどで

思いきり体をつかってあそびましょう♪

親子でお誕生日のお祝いをしましょう♪

フォトコーナーで記念撮影もできます

足こぎ遊具を使い体を動かして

思いきりあそびましょう♪

①１０：００～１０：２５　 制作・歌・手遊びなど

②１１：００～11：２５ 親子でいっしょに楽しみましょう♪

おりがみであそぼう♪

今日のおりがみはなぁに？

親子で楽しむ読みきかせ

手あそびもあるよ♪

多目的ホール よくみてかんがえて 未就学児と保護者 ９：００～１４：３０ 手先を使った知育あそびになります♪ 当日受付

➀９：５５～(20分程度） おひざでリトミック（0歳～1歳）

➁１０：３０～（20分程度） あんよでリトミック　（１歳～２歳）

③１１：０５～（20分程度） げんきリトミック　（2歳以上）

小学生（未就学児年長は保護者同伴で可） LaQを使って作ってみよう！

先着5名 今月のテーマはなぁに？

全児童（未就学児は保護者同伴） 季節をテーマにした、わたし・ぼくの

各回先着12組 オリジナルカレンダーをつくりましょう♪

18 月

足こぎ遊具を使い体を動かして

思いきりあそびましょう♪

20 水

21 木

多目的ホール よくみてかんがえて 未就学児と保護者 ９：００～１４：３０ 手先を使った知育あそびになります♪ 当日受付

➀９：５５～(20分程度） おひざでリトミック（0歳～1歳）

➁１０：３０～（20分程度） あんよでリトミック　（１歳～２歳）

③１１：０５～（20分程度） げんきリトミック　（2歳以上）

囲碁・将棋・ゲーム遊びに挑戦！

講師の先生と対決もできます！

小学生　１０名 １５：００～１６：００ 7月の大学生サロンは、夏休みの宿題応援隊です！

中学生　１０名 １６：００～１７：００ 皆で宿題をもって集まろう！

25 月

26 火

おりがみであそぼう♪

今日のおりがみはなぁに？

親子で楽しむ読みきかせ

手あそびもあるよ♪

～7月は夏休み特別企画の内容～

こどもの国公園広場で、みんないっしょに

外遊び♪　 持ち物/着替え・飲み物

多目的ホール よくみてかんがえて 未就学児と保護者 ９：００～１４：３０ 手先を使った知育あそびになります♪ 当日受付

➀９：５５～(20分程度） おひざでリトミック（0歳～1歳）

➁１０：３０～（20分程度） あんよでリトミック　（１歳～２歳）

③１１：０５～（20分程度） げんきリトミック　（2歳以上）

30 土

31 日

29 金

休　館　日

23 土 多目的室１ 囲碁・将棋・ゲームであそぼう 小学生以上　８名 １３：００～１４：２０ 当日受付

図書コーナー 親と子の楽しい絵本の会 未就学児と保護者　 11:00～ 不要

27 水 館内 おりがみであそぼう 全児童 ９:００～１７：３０ 当日受付

28 木
こどもの国

公園広場

戸田遊び場・遊ぼう会

ちびっこぼうけんひろば

（夏休みスペシャル）

15 金

多目的室2 親子リトミック体験会 未就学児と保護者　各回６組 当日受付

16 土 多目的室１ LaQであそぼう

多目的室2 親子リトミック体験会 未就学児と保護者　各回６組 当日受付

22 金

未就学児と保護者、小学生 １５：００～１７：００
当日受付

（※雨天中止）

館内 おりがみであそぼう 全児童 当日受付

14 木 図書コーナー 親と子の楽しい絵本の会 未就学児と保護者　 11:00～ 不要

未就学児と保護者　各回１２組 ９：００～１４：３０（２０分交替制）

未就学児と保護者　各回１２組 ９：００～１１：２０（２０分交替制） 当日受付

多目的室2 ピヨコッコルームぷち 未就学児と保護者　各回5組 当日受付

5 火

6 水 ９:００～１７：３０全児童 当日受付

8 金

多目的室2 親子リトミック体験会 未就学児と保護者　各回６組 当日受付

当日受付

多目的室2 ピヨコッコルームぷち 未就学児と保護者　各回5組 当日受付

館内 おりがみであそぼう

軽体育室 のりものであそぼう 未就学児と保護者　各回１２組 ９：００～１１：２０（２０分交替制）

4 月 軽体育室 ボールであそぼう ９：００～１４：３０（２０分交替制） 当日受付

多目的室１・２ 七夕お楽しみ会 当日受付

多目的室１ LaQであそぼう １２：３０～１４：００ 当日受付3 日

未就学児と保護者　各回１２組

1 金

多目的室2 親子リトミック体験会 未就学児と保護者　各回６組 当日受付

2 土

軽体育室 ポンダンス 当日受付

全児童 ①１３：３０～　②１５：３０～

伝統文化親子教室 全児童（未就学児は保護者同伴） 各回５組 １３：００～１４：３０ 当日受付

11 月

12 火

13 水 ９:００～１７：３０

10 日 多目的室１

当日受付

多目的室２ お誕生日会 ７月生まれの未就学児と保護者　各回6組 ①９：３０～　②１０：３０～ ●７/１0(日)まで当館受付

軽体育室 のりものであそぼう

軽体育室 ボールであそぼう

多目的室2 親子リトミック体験会 未就学児と保護者　各回６組 当日受付

１２：３０～１４：００ 当日受付

19 火 軽体育室 のりものであそぼう 未就学児と保護者　各回１２組 ９：００～１１：２０（２０分交替制） 当日受付

17 日 多目的室１ オリジナルカレンダーをつくろう ①１０：３０～　②１５：３０～ 当日受付

24 日 多目的室１・２ 大学生サロン 当日受付

「丘のゾーン」の芝生張替工事が始まります！ 
平成 28 年、県内に数ある施設の中で「こどもの国」の緑化が高い

評価を受け、第8回彩の国みどりのプラン賞を受賞しました。そして、
多くの皆様から愛されている「丘のゾーン」ですが、経年により芝がは
げてしまい、ツツジも枯れつつある箇所があります。そこで、戸田市で
は、特に芝枯れが進んでしまった部分の修復工事を行います。工事及
び養生期間中は丘のゾーンが使えなくなりますので、ご理解とご協力
をお願いいたします。 

丘ゾーンが使えなくなる期間 
       令和４年６月27日から令和4年9月30日まで 



 

 

                           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

正門を入ってて、     「こんな恐竜いたかな？」

右側から皆さん      なんて声が聞かれそうで    

す。この子の名前は「ステ 

ゴサウルス」。森のゾーン   

（さくら草保育園裏）に 

います。体長は３ｍ、高 

さは150ｃｍで、こどもの国では一番小さい末っ子の

恐竜です。一人（1匹）で寂しそうですから、ぜひ遊

びに来てあげてくださいね。

           今回ご 

紹介するの 

は、保護者 

向けの『か 

ぞくのじか 

ん（婦人の 

友社 刊）』です。 

この本は季節刊ですが、「置き

場所が決まれば、ちゃんと片付

く」「見えていない子育てのスト

レス」など、「なーるほど」と思う

ことが掲載されています。ぜひ、

手に取ってみませんか。 

「こどもの国」には高機能換気

システムが導入されており、調査

の結果、窓を開けない方が効果的

に換気ができ、コロナ対策にも有

効であることが証明されました。  

つきましては、６月１６日より

窓を閉めて運営しておりますの

でご理解を賜るようお願いいた

します。 

 なお、一斉消毒の時間は非常口

を開け、空気の入れ替えを行いま

すので、予めご了承願います。 

          「こどもの国」には、２つのス

タジオがあります。スタジオ１

（定員７）は一面鏡張りでダンス

の練習等にピッタリ。スタジオ２

（定員４） 

は演奏スタジオで、ドラムやア 

ンプ、ピアノ等の貸し出しも行っ 

ています。要予約です。詳細は 

電話等でお問い合わせください。 

               

                

 

 

 

 

〒335-0023 埼玉県戸田市本町1-17-7 

TEL：048-443-2387  E-mail：info@toda-kodomonokuni.jp 
■開館時間／午前9時00分～午後9時00分   

■休館日／第3水曜日（祝日の場合は開館）  年末年始（12/31～1／3） 

■発行者／社会福祉法人 さきたま会  理事長 竹下 成子 

こども お悩み相談 
 

子育てでお悩みの保護者、勉強

や友達などで悩んでいる小・中学

生、一緒に解決してみませんか。

電話やメールでも受け付けてい

ます。お気軽にどうぞ！ 
 

 

 
こどもの国をLINEのお友達 

にしてみませんか！ 
 

こどもの国から 

「今週の行事」「プ 

ール開場情報」等、 

お得な最新情報を 

お届けします。 

た場合でも返金はいたしかねます。 
感染症対策 
 ＊発熱や風邪症状がある場合は入場をお控えください。 
 ＊なるべく着替えを済ませてご来場ください。 
 ＊入場時の検温・消毒・入館受付用紙への記入にご協力

願います。 
その他 
 ＊持ち込みできないもの …大型の浮き輪類、水中めが

ね、シュノーケル、水鉄砲、足ひれ、ボートやエアマッ
ト、パラソルやテーブル、ビート板、水中カメラ、テン
ト、食事(アメ・ガムを含む） 等 

 ＊水筒、紙パック、ペットボトルに入った飲み物は可 
 
 
その他、詳細はこどもの国にあるチラシをご覧ください。 

プール利用について（ご案内） 
 
実施期間  令和4年7月1日 ～ 令和4年9月15日 
開場時間 
 ① ９：００～１０：３０  ②１１：００～１２：３０ 
 ③１３：３０～１５：００  ④１５：３０～１７：００ 

＊感染症対策として、各回とも1時間30分を遊泳時間と
し、完全入替制とします。 

＊各回の定員は120名です。 
利用料金 
 児童（0歳～１８歳） 50円  付き添いの方 １５０円 

＊回をまたがって利用される場合は、その都度利用料金が
必要となります。 

＊一度購入された利用券や天候等でやむを得ず中止となっ 
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