
 

 

 

 

 

― 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 

 史上最短の梅雨明けとなった関東地方。酷暑が続いたと思ったら、局地的な大雨やプールが休場になる

ほどの寒い日が続いて、7月は健康管理が難しかったのではないでしょうか。コロナの感染拡大も報道さ

れておりますが、感染予防に配慮しつつも、子どもたちには夏を思いっきり楽しんでほしいと思います。 

子どもは家庭、学校、地域へと視野を広めていく 

子どもが生を受けて初めて所属する社会は「家庭」であり、家族からの愛情を一

身に受けて、最も心が安らぐ場です。子どもは、毎日の生活を通して、自分の成長

を願って無私の愛情で育ててくれるかけがえのない存在である家族に対して敬愛

する心がだんだん強くなっていきます。その意味からも、子どもの人格形成の基盤

は「家庭」にあると言ってもよいでしょう。 

 そして、心身の成長と共に、子どもの視野は「学校や地域」へと広がっていきます。家族とは異なる人々

とのふれあいやつながりを通して社会の一員としての自覚が芽生え、郷土のよさに気付き、郷土に対する

誇りや愛着を抱いて、地域の人々とともに地域社会をよりよいものに発展させていこうとするのです。 

家庭・学校・地域の絆を深めましょう 

こうした子どもの成長過程を踏まえ、「こども        令和4年度運営委員名簿  （敬称略） 

の国」ではリニューアルした8年前から「地域

との絆を大切にし、地域と共に健全育成の拠点

としての活動を創出する」ことをコンセプトと

して掲げてきました。  

そして、この度、地域の皆さまのお力をお借り

し協働しながら、一層充実した「こどもの国」を

創るために「運営委員会」を組織し、7月12日

（火）に「第1回委員会」を開催いたしました。

別表の他、当日は地域ボランティア代表の野澤

茂雅さんにもご出席いただきました。 

各委員からは、地域の子どもたちへの惜しみ

ない愛情を感じることができ、改めてこの地域

のあたたかさと力強さを感じることができまし

た。また、「こどもの国」に対する熱い思いや願いを拝聴し、私たち職員は身が引き締まる思いをいたしま

した。 

 愛情あふれる家庭、子どもたちをあたたかく見守る地域社会の懸け橋として、これからも「こどもの国」

はしっかりと歩んでまいりますので、引き続きご愛用くださいますようご来館をお待ちしております。 

 

御 氏 名 所  属  名 

八木橋 宜 夫 上前町会会長 

市 川 悦 夫 東町町会会長 

鈴 木   薫 戸田市立戸田南小学校長 

小 暮 孝 明 戸田市立戸田中学校長 

増 子 靖 子 講座講師（ピヨコッコルームぷち） 

新 井 喜久代 講座講師（親と子の楽しい絵本） 

駒 澤 久 子 講座講師（親と子の楽しい絵本） 

杉 坂 篤 実 講座講師（天体観望会） 

磯 島 栄 一 上戸田地区主任児童委員 

梅 田 晴 美 上戸田地区主任児童委員 

岡 本 由 紀 戸田市福祉保健センター親子保健担当課長 

田 村 利 子 戸田市こども健やか部児童青少年課長 

尾 里 篤 史 戸田市こども健やか部児童青少年課主幹 

だより 2022年（令和4年）８月号 

2022年８月1日発行 

 

     ホームページは「戸田 
市こどもの国」で検索 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プールは大賑わい！ 
   

７月１日（金）に３年ぶりに開場となったプー

ルは、連日大賑わいです。 

コロナ感染拡大防止の観点から、今年は一日を

４回に分け、各回定員120名で実施しています。

特に、土・日曜日は朝早くからたくさんのご家族

にご来場いただき、子供たちのにぎやかな声が響 

き渡っています。 

 あるお母さん 

（上戸田在住）は 

              「6月上旬から 

              楽しみに待って

を乗せて天の川を歩いて 

いたところ、それを見て 

いた弟が真似をして一生 

懸命トライし、それをお 

兄ちゃんも応援するなど、 

会場はあたたかい雰囲気 

に包まれていました。 

7月も、子どもたちからたく 

さんのメッセージをもらいま 

した。また、出入口に飾った笹 

にも多くの子どもたちが願い

事を書いた短冊を飾ってくれました。ちょっとだ

けご披露すると「頭がよくなりま 

すように」「お友だちと仲良くや 

れますように」「サッカー選手に 

なれますように」「ママがやさし 

くなりますように」など、クスッ 

と笑っちゃうような微笑ましい 

願いがたくさんありました。 

親と子の楽しい絵本の会 
 
 月2回、新井喜久代様をはじめとする会の皆様によって図

書室で開催されます。写真に写っているこの日は、まず手遊

びから。16 組の親子は一緒に歌い動きながら、だんだんと

心が解きほぐされていきます。そして、その後の読み聞かせ

では、子どもたちは目をま 

ん丸くして食い入るように 

じっと語り部や絵本に見入っ 

ていました。手遊びや本を 

通して、子どもたちの心を 

豊かにしてくれる講座です。 

いました。人数制限も 

あり、衛生管理もきち 

んとしていて、安心し 

て利用することができ 

ます」と話し、あるお父 

さん（下戸田在住）は「息子よりも、私の方がは

しゃいじゃっています（笑）」と笑顔いっぱいで

お子さんと楽しんでいらっしゃいました。また、

三郷市からお越しのご家族は「子供に特化した

『こどもの国のプール』は、安心して楽しめるの

でありがたいです。家から遠いけど、また来ます」

と話されていました。８月も、多くの皆様の笑顔

が見られますよう、ご来場をお待ちしておりま

す。 

七夕おたのしみ会 

 7月2日（土）、多目的室にて「七夕おたのし

み会」を開催しました。子どもたちは小さいプー

ルで「飾り」を釣り上げ、それを持って天の川に

見立てた通路を通り、最後に笹に飾りつけをしま

した。ある兄弟は、お兄ちゃんが団扇に「飾り」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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♪

おりがみであそぼう♪

今日のおりがみはなぁに？

4 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）

小学生　１０名 １４：００～１５：００ ８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 １５：００～１６：００ 皆で宿題をもって集まろう！

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♪

おりがみであそぼう♪

今日のおりがみはなぁに？

11 木 館内 環境についてしろう 全児童（未就学児は保護者同伴） １２：３０～ 戸田市環境課スタンプラリー（景品あり） 当日受付

望遠鏡を実際に使っての観測です！

対象：土星、夏の大三角形

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・表彰式など

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♪

スポーツを通して交流しよう！

目指せ！こどもの国チャンピオン

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♪

17 水

18 木

19 金 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

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？

21 日

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♪

小学生　１０名 １４：００～１５：００ ８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 １５：００～１６：００ 皆で宿題をもって集まろう！

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♪

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

戸田市と西武ライオンズの連携協定に基づき

実施される無料プログラムです！

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

囲碁・将棋・ゲーム遊びに挑戦！

名人と対決もできます！

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♪

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・表彰式など

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♪

おりがみであそぼう♪

今日のおりがみはなぁに？

1 月 軽体育室 ボールであそぼう 未就学児と保護者　各回１２組 ９：００～１４：３０（２０分交替制） 当日受付

5 金

多目的室2 親子リトミック体験会 未就学児と保護者 当日受付

当日受付

3 水 館内 おりがみであそぼう 全児童 ９:００～１8：0０ 当日受付

2 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

8 月 軽体育室 ボールであそぼう 未就学児と保護者　各回１２組 ９：００～１４：３０（２０分交替制） 当日受付

6 土 多目的室１・２ 大学生サロン 当日受付

7 日 多目的室１ LaQであそぼう １２：３０～１４：００

当日受付

10 水 館内 おりがみであそぼう 全児童 ９:００～１8：0０ 当日受付

9 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）

14 日 多目的室１ 伝統文化親子教室 全児童（未就学児は保護者同伴）　12名 １３：００～１４：３０ 当日受付

13 土

お

盆

ス

ペ

シ
ャ

ル

D

A

Y

多目/屋上 天体観望会 全児童（未就学児は保護者同伴）　各回10組

15 月

軽体育室 ボールであそぼう 未就学児と保護者　各回１２組 ９：００～１４：３０（２０分交替制） 当日受付

軽体育室 バドミントン大会 中・高生 １７：３０～１９：００ 当日受付

1９：００～２０：３０ 当日受付

20 土 多目的室１ LaQであそぼう １２：３０～１４：００ 当日受付

16 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

22 月

軽体育室 ボールであそぼう 未就学児と保護者　各回１２組 ９：００～１４：３０（２０分交替制） 当日受付

多目的室１・２ 大学生サロン 当日受付

９：００～１１：２０（２０分交替制） 当日受付

休　館　日

当日受付

24 水 館内 おりがみであそぼう 全児童 ９:００～１8：0０ 当日受付

23 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）

不要

26 金

軽体育室 レオ・ライナと楽しくあそぼう！ 未就学児と保護者 １０：３０～１１：３０ 事前受付

25 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～

27 土

軽体育室 ポンダンス 当日受付

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

当日受付

29 月

軽体育室 ボールであそぼう 未就学児と保護者　各回１２組 ９：００～１４：３０（２０分交替制） 当日受付

多目的室２ お誕生日会

28 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

多目的室１ 伝統文化親子教室 全児童（未就学児は保護者同伴）　12名 １３：００～１４：３０

当日受付31 水 館内 おりがみであそぼう 全児童 ９:００～１8：0０

８月生まれの未就学児と保護者　各回6組 ①９：３０～　②１０：３０～ ●８/１５(月)まで当館受付

30 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

 

サマーフェスタは中止となりました 
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、利用者の皆様の安全・安心を第一に考え、８月11日に予定しておりま 

した「サマーフェスタ」は中止となりました。楽しみにお待ちになってくださっていた皆さん、本当にごめんな 
さい。当日は通常どおり開館していますので、ぜひ遊びにきてくださいね。 

     戸田市・西武ライオンズ連携協定 レオ・ライナとたのしくあそぼう！ 
【期日】８月26日（金）10：30～11：30 【対象】未就学児と保護者 
【内容】ダンス・野球教室 【会場】こどもの国軽体育室  
【定員】先着30名 【申込】直接、こどもの国受付でお申し込みください。 



 

 

                           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

           今回は原っぱのゾーンに 

いる3体のうちの1体、

[[                       「トリケラトプス」です。              

舌を嚙んでしまいそうな名 

前ですね。体長３mで、角 

が2本あるのが特徴です。 

かわいらしい目で、下から見上げている表情は愛嬌が

あります。みんなで「なでなで」して可愛がってあげ

てくださいね。

           今回ご 

紹介するの 

は、講談社 

「青い鳥文 

庫」シリー 

ズで、当館 

には80冊常備してあります。 

保護者の皆様が子どもの頃に

読まれた「十五少年漂流記」「名探

偵シャーロックホームズなど」名

作が用意されています。ぜひ、お

子様と一緒に手に取って、読み返

してみてはいかがですか？ 

「こどもの国」では、新型コロ

ナウイルスへの感染拡大防止を

図りつつ、熱中症への対応を適切

に行うことが必要であると考え

ております。そこで、7月6日よ

り、今までのように定時で退館し

ていただくのではなく、皆様の利

用を続けていただきながら、消

毒・清掃を行うよう変更いたしま

した。また、軽体育室の利用時間

も一部変更いたしました。趣旨を

御理解いただき、御協力を賜りま

すようお願いいたします。 

こどもの国の特徴的な施設の 

一つが、屋内砂場です。シャべ 

ルや各種おもちゃが用意されて 

います。天候に左右されず、常 

に清潔に保たれているため、土・ 

日は大賑わいになります。隣にはボ 

ルダリングもあり、こちらも最上に 

あるベルを鳴らそうと元気に登る 

子どもの姿を見ることができます。 

〒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。Meetで直接お話をするこ 
ともできます。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。 

ありがとうございました！ 
 

今まで「こどもの国」の職員として勤務した「関口 美紅」
が、７月末日をもちまして退職いたしました。ご本人からのメ
ッセージを載せます。 

  
           皆様、こんにちは！ 私事ではござい

ますが、夫の遠距離への転勤が決まり、
残念ではありますが、この度やむを得ず
退職する運びとなりました。私の担当す
る講座に参加してくださった方、こども
の国に遊びに来てくださる方、私と関わ
ってくださったすべての皆様に心より感
謝申し上げます。皆様のおかげで、楽し
く充実した毎日を過ごすことができまし
た。本当にありがとうございました。 

よろしくお願いします！ 
 
 紹介が遅れてしまいましたが、5月よ
り新たに「尾関 紗綾」「榛葉 英里子」
の二人が私たちの仲間に加わりました。 
 
子どもたちに癒されながら、楽しい毎

日を過ごさせてもらっています。「楽し
かった」「ま 
た来るね」と 
言ってもらえ 
るよう頑張り 
ますので、よ 
ろしくお願い 
します。 

職
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