
 

 

 

 

 
 

― 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 

 「暑～い」を連呼した日々があっという間に過ぎ、手紙の時候のあいさつに「初秋の候」を書くように

なってまいりました。季節は、勉強の秋、読書の秋、食欲の秋へと着々に進んでいるようです。 

お子さんのよいところ、いくつ言えますか？ 

むかーし、むかし、そのむかし、私が中学校で学級担任として三者面談を実施する際、子どものいる前

で保護者に対して必ず次のような質問をしました。「お家の方からご覧になった、お子さんの一番よいとこ

ろを教えてください。」 じつは、事前に保護者の方にはこの質問をすることをそっと伝えてありますの

で、すべての方がスラスラとお子さんへ賛辞のシャワーを降り注いでくださいました。時には「うちの子

はよいところがいっぱいあるんですが、10 個くらい言ってもいいですか」なんておっしゃる保護者の方

もいらっしゃいました。その時の子どもたちの表情は、満面のニコニコ顔です。生徒の中には「ぼく、母

ちゃんに初めて褒められた」なんて報告に来てくれる子もいました。（笑） 

自立した子どもを育てる第一歩は「よさ」をみつけること 

 「子どもが、私の言うことを聞いてくれなくて・・・」なんて、子育てで悩まれる方も多いことでしょ

う。この問題を解決する第一歩として、まず、下の表を埋めてみてください。 

 あなた（親として）のよさ お子様のよさ 

１   

２   

３   

○ 自分（親）に長所がない人は、３つ作りましょう。そのとき、子どもから学ぶ姿勢 

が大切です。 

○ 子どもの長所を３つ書けなかったら、これから必死に探していきましょう。 

○ 子どもを見つめながら、「あなた」と「子ども」の３つの長所を毎日つぶやきましょう。 

褒め言葉のシャワーを浴びせましょう 

  よさが見つかったら、恥かしがらずに褒めましょう。ところで、褒め言葉を１０個言えますか？ 「あ

りがとう」「さすが！」「助かったよ」「すごいね」「嬉しいな」など、いろいろな褒め言葉を用意してお

くことが大切です。とびっきりの褒め言葉、勝負の褒め言葉を下の枠に記録しておきましょう。 

  

 

 

 

だより 2022年（令和4年）９月号 
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     ホームページは「戸田 

市こどもの国」で検索 

【褒め言葉】 
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ライナやお姉さんと楽しく遊びました！ 
   

戸田市と西武ライオンズとの連携協定により、8月

26日(土)に「レオ・ライナと楽しく遊ぼう！」が開催

されました。当日は一般参加24組68名の親子と、

こどもの国さくら草保育園児と保育士 20 名が参加

し、ダンスやボール投げを楽しみました。ライナがボ

ールの投げ方を上手に教えてくれ、見事全員の子ども

がストラックアウトにボールを当てることができま  

した。最後には、ライナからファイ 

みながらも、楽しそ 
うに花火くじを引い 
て、参加賞のお菓子 

を手にしていました。 
さらに、数本ある当 
たりくじを引いた子 
は「やったぁー！」と 
二重の喜び。当たりくじを引いたお姉ちゃんが、
ハズレて寂しそうにしている妹に景品をあげて
いる微笑ましいシーンも見ることができました。
あるお父さんは「このようなイベントをやってい
るとは知らず、サプライズに子どもは大喜びでし
た。いい思い出になりました」と話してくれまし

た。 

 

         「こどもの国のかわいい子ど 

もたちへ」と、さきたま会理事 

長からすいかが届き、受付に置 

きました。1歳半くらいの子が 

が「あー、ちゅいか（すいか）だー」と嬉しそう

に指さしていました。やはり、「季節の本物に触

れる」って大切だなと感じました。 
 
 8月15日に実施された「中 

学生スポーツイベント」の優勝 

者と敢闘賞者です。顔を映すこ 

とができないのが残念ですが、 

とってもいい表情をしています 

LaQであそぼう！ 
 
 LaQとは、遊んで学ぶ日本製のパズルブロ 

ックです。月2回、本館職員が講師となり、 

テーマにそってブロックをつなぎ合わせて制 

作していきます。子どもや保護者の集中力は 

すごく、想像力や表現力、色彩感覚などが自 

然と身に付いていく 

のがわかります。そして、出来上が 

った作品は受付背面にあるケースに 

２週間飾っておきます。皆さんも、 

ぜひ挑戦してみませんか。 

ルやハンカチが一人一人に 

プレゼントされました。 

 あるお母さんは、「子ど 

もだけでなく、私もとても 

楽しかったです。ライナが、 

一人一人の子どもに優し 
く接してくれ、小さい我 
が子も大喜びでした。」と 
話してくれました。 

お盆スペシャルで子どもたちは大喜び 

 ８月１１日に予定していた「サマーフェスタ」
はコロナ感染拡大防止のために中止となってし
まいました。しかし、「来館してくれる子どもた
ちに、夏の思い出に残るイベントを実施したい」
との職員の熱い思いから、「お盆スペシャル」と 

題して13日から 
15日までの3日 
間、花火くじを実施 
しました。当日来館 

してくれた子ども 
たちは「どれにし 

ようかな？」と悩 



 

 

 

 

ホームページがリニューアルしました 
「最新の情報をわかりやすくお伝えしたい」「初めてご利用になられる方にも、当館のよさや

概要を知っていただきたい」という思いで、9月1日からホームページをリニューアルいたし
ます。 
         新しいホームページは、「お知らせ」をトップに掲載するとともに、施設や 

イベントの紹介、利用方法などについて、写真等を多用してお伝えし、御覧い 
だいた皆様に「ぜひ、行ってみたい」と思っていただけるレイアウトにいたし 
ました。ぜひ、新しいホームページをご愛用いただくとともに、ご意見やご感 
想、ご要望等をお聞かせいただければ幸いです。 

 

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

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？

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♪

親子で楽しむ読みきかせ

手あそびもあるよ♪

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

望遠鏡を実際に使っての観測です！

対象：月、木星、土星、1等星

小・中学生　 大学生といっしょに

　各回先着１６名 ゲームやクイズを楽しみましょう♪

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？

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

パワー全開！で楽しむ運動あそび

親子体操などのふれあいタイムもあります♪

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♪

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♪

21 水

親子で楽しむ読みきかせ

手あそびもあるよ♪

「忍者になりきってゲーム★」

障害物をクリアして巻き物を手にいれよう！

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！

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♪

お子さんの身長、体重の計測と

子育て相談がお気軽にできます

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？

29 木

当日受付

28 水 館内 おりがみであそぼう 全児童 ９:００～１７：３０ 当日受付

26 月

●９/１５(木)まで当館受付

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 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

多目的室２ お誕生日会 ８月生まれの未就学児と保護者　各回6組 ①９：３０～　②１０：３０～

27 火

９：００～１１：２０（２０分交替制）

当日受付

多目的ホール すくすくサポート 未就学児と保護者　 ９：３０～ 当日受付

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

25 日 多目的室１・２ 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

24 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

多目的室１・２ 秋のお楽しみ会 全児童 ①１０：３０～　②１５：００～ 当日受付

23 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

休　館　日

22 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

手先を使った知育あそびになります♪ 当日受付

当日受付

20 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

多目的室2 ピヨコッコルームぷち

19 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）

未就学児と保護者　各回5組 当日受付

18 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

当日受付

17 土 多目的室１ LaQであそぼう １３：００～１４：３０ 当日受付

手先を使った知育あそびになります♪ 当日受付

軽体育室 体操の先生とあそぼう 未就学児と保護者 ９：３０～１０：３０ 当日受付
16 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

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

15 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
未就学児と保護者 １０：００～１１：３０

当日受付

（※雨天中止）

14 水 館内 おりがみであそぼう 全児童 ９:００～１７：３０

11 日 多目的室１・２ 大学生サロン ①１５：００～　②１５：５０～ 当日受付

当日受付

13 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

12 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）

10 土

軽体育室 ポンダンス 当日受付

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 1９：００～２０：３０ 当日受付

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

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

6 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

5 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）

4 日 多目的室１ LaQであそぼう １３：００～１４：３０ 当日受付

3 土

手先を使った知育あそびになります♪ 当日受付

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 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

1 木

30 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

当日受付おりがみであそぼう♪

8 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～

7 水 館内 おりがみであそぼう 全児童 ９:００～１７：３０

不要
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           恐竜シリーズの最終回は

原っぱゾーンにいる2体の

「ディプロドクス」です。 

             特徴は、長い尾。そして、 

             比較的スマートで体重は軽 

いようです。なぜか顔が平

べったくなっており、宇宙人のようにも見えます。子

どもたちは首にまたがりたくなりますが、恐竜が肩こ

りになってしまいますので、止めてくださいね。

今回ご紹介 

するのは、ま

んがで、小学

館「日本の歴

史」、学研「世

界の歴史」で 

す。作図や文章表現も工夫してあ

るので、子どもだけでなく大人が

読んでも（見ても）十分楽しみな

がら歴史の学習ができるように

なっています。歴史が好きな人も

苦手な人も、ぜひ手にとってほし

い本です。 

4 月 1 日に登録数 37 名でし

たが、8月上旬には500名を突

破しました。たくさんの方とお友

だちになれました。「プール情報

等、とても役立ちました」など、

嬉しいお言葉も頂戴し、職員一同

ありがたく思っています。 

週１回の定期配信をはじめ、皆

様にお伝えしたいことや当館の

予定等をタイムリーにお伝えし

てまいりますので、今後ともご愛

用くださいますようお願いいた

します。 

未就学児と保護者の方が9：00～19：00までご利

用いただけるお部屋です。ここには、知育玩具として世

界的にも評価の高い「ボーネルンド」のおもちゃが用意

してあり、子どもたちは遊び 

の中で知恵を育んでいきます。 

お母さんとお子さんの歌声が 

響いたり、保護者同士の会話 

もはずむなど、あたたかい雰 

囲気のお部屋です。 

〒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。
電話やメールで受け付けていま
す。ZOOM で直接お話をするこ
ともできます。お気軽にどうぞ！ 

 
 

 

館内にオルゴールの音
ね

を 

愛される「こどもの国」をめ 

ざして、７月下旬より館内にオ 

ルゴールの音を流しています。 

あるお母さんは「なじみ深い 

曲が流れるので、子どもと一緒に口ずさんでいま

す」「館内にさわやかな風が流れているようですね」

「ウキウキします」という声を寄せてくださいまし

た。こどもの国にお越しの際は、オルゴールの音も

楽しんでいただきたいと思います。 

丘のゾーン 復旧工事順調に 

 経年により痛んでしまった芝生と、土砂流

出により壊れた土台の改良工事が、６月下旬

から行われてきましたが、芝生は順調に生育

しています。  

９月上旬には 

一般開放できる 

予定ですので、 

もう少し待って 

いてくださいね。 

 

お 

知 

ら 

せ 

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」「イ 

ベント情報」等、 

お得な最新情報を 

お届けします。 

mailto:info@toda-kodomonokuni.jp

