
 

 

 

 

 
 

― 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 ―  

 
 
 

 

 

 「こどもの国」で勤務をしていると、お子様とご家族の皆様が楽しそうに過ごしている姿をたくさん目
にします。図書室で一緒に本を読んだり、プレイルームの木琴で一緒に歌を歌ったり・・・。こちらも幸
せな気分に浸ることができます。 

褒めて、お子様の心を成長させましょう 

あるお母さんから「先月号で『お子さんのよいところ、いくつ言えますか？』という記事を読ませてい
ただきましたが、うちの子はなかなか褒めることがなくて・・・。ついつい怒っちゃうんです」という話
をお聞きしました。そこで、次のような体験談をお話しました。 

10年ほど前のことです。小学1年生のAくんは誰もいない教室の中を歩いていたら、教卓の上にあっ
た花瓶を落としてしまいます。あとでAくんに尋ねたら「正直に先生に謝ろうかな。でも、先生に叱られ
ちゃう。どうしよう．．．。」と、う～んと悩んだそうです。でも、勇気をもって先生に正直に謝りに行きま
す。このとき、先生はまず「怪我はなかった？」と尋ね、次に「花瓶を落とし
ちゃったのは失敗だったけど、正直に先生に伝えてくれたから、先生はとって
も嬉しいよ。さすが、Ａくんだね」と言いました。このとき、Ａくんは「正直
に謝るのは勇気が必要だったけど、正直に言ったら褒められちゃった。正直に
すると、褒められて、とてもいい気持になるんだと思った」と話してくれまし
た。Ａくんは先生に褒められることによって、正直に行動することの素晴らし
さと大切さを実感し、自立に向けて一歩成長したのです。 

叱ることも大切です 

まず、「怒る」と「叱る」は違うことを理解してくださいね。「怒る」は、大人が自分の考えているよう
に子どもが行動しないとき、頭に血が上って「カーッ」となって発する言葉です。一方、「叱る」は、子ど
もの成長を願い、子どもが納得するように丁寧に話す言葉です。 
私は、「叱る」のは、①自他の生命を脅かしたり相手が嫌がるような行動をしたとき ②約束やきまりを

破ったとき だけだと考えています。①は、危ない遊びをしたり、相手にとって嫌な言葉を投げかけたり
したときです。「いじめ」などは、最たるものです。②は、法律はもちろん、お家の約束を破ったときなど
も含まれます。いずれも、自分にとっても周りの人にとっても幸せに生きていく上で許されるべきもので
はなく、しっかりと叱ることによって子どもが自から善悪の判断をする力を身に付けるようになります。 

子どもの成長を願って 

「おじいちゃんやおばちゃんの言うことは聞くのに、親の言うことは聞かない」なんて話は、いつの時
代でも聞かれます。「おじいちゃんたちは甘やかすからだ」と、つい思いたくなっちゃいますよね。でも、
子どもは甘やかされているなんて思っていません。たくさん褒めてくれる人に信頼を寄せているだけです。
いっぱい褒められると、その人への愛着と信頼が増し、その人が叱ることを素直に受け入れられるように
なります。すぐに叱っちゃうお母さん、お父さん。お子さんを褒めると自分も気持ちよくなれますよ！ 

だより 2022年（令和4年）10月号 

2022年10月1日発行 

 

     ホームページは「戸田 
市こどもの国」で検索 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大盛況だったプール 
   

3年ぶり 

に開場した 

プールは、連 

日多くの方 

にご利用い 

ただき、人数 

制限をした 

中でも、のべ 

18,051 名の方々にお楽しみいただきました。写真

は、最後の土曜日となった9月10日の様子です。上

戸田からきた男の子は「今年は８回くらい来たよ。プ

ールがなくなっちゃうのは寂しい」と、ちょっと涙ぐ

んでいました。また、お母さんは「いつ来てもきれい 

実習生「子どもたちがかわいい！」 

約2週間、3つの大学から計8名の学生が実習

を行いました。来館する子どもたちを見て、思わず

「かわいい！」を連発。将来、こどもの国で働きた

いと言ってくれた学生もいました。来館した子ども

たちが、学生の心を動かしてくれたようです。ここ

で学んだことを生かして、それぞれが目指す道に進

むことができるよう、皆で応援したいと思います。 

 

今回は 

９月１日 

にプール 

を楽しん 

だ「こど 

もの国 

さくら草 

保育園」の 

園児の皆

さんです。お水が苦手な子も、お友だちや先生と

一緒に過ごしているうちに、写真のようなキラキ

ラ輝く笑顔を見せてくれるようになりました。 

お誕生日会！ 

 毎月、未就学児と保護者と一緒にお誕 

生日会を実施しています。当日はお祝い 

の冠をかぶり、画用紙で作ったいちごの 

ケーキに貼り付けたり、手遊びをしたりし、最後に誕生日カ

ードとささやかなプレゼントをお渡しします。また、記念写 

真撮影や身長・体重測定もできます。 

さらに、希望される方には「子育て相 

談」も行います。参加希望のご家庭は、 

毎月15日までに受付窓口にて事前予 

約を行ってください。 

で、コロナ対策もしていただいて、何回も利用させて

もらいました。来週から週末はどう過ごそうか、主人

と悩んでいます。」と話してくださいました。 

 この 2 か月半、ご利用いただいた皆様には感染予

防にご理解とご協力を賜り、ありがとうございまし

た。親子さんの素敵な笑顔がいっぱいの中で事故もな

く終えられることに、職員一同感謝の気持ちでいっぱ

いです。 

来年も、また多くの子どもたちやご家族の皆様とお

会いできることを楽しみにしています。 

 

中秋の名月 天体観望会 

 
 
 
 
 
 
戸田天文同好会（代表：杉坂篤実様）による観望会

が、中秋の名月の10日(土)に実施されました。当

日は10組のご家族が参加し、満月をはじめ、土星

や木星などを大望遠鏡で愛でました。子どもたちは

「おつきさま、まんまるー」「土星の輪が見える！」

と言って感動していました。 



 

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

小・中学生　 今月のテーマは「ハロウィン」です！大学生と

　各回先着１０名 いっしょにゲームやクイズを楽しみましょう♪

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？

➀１０：００～(20分程度） おひざでリトミック（0歳～1歳）

➁１０：４５～（20分程度） あんよでリトミック　（１歳～２歳）

③１１：２０～（20分程度） げんきリトミック　（2歳以上）

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？

親子で楽しむ読みきかせ

手あそびもあるよ♪

➀１０：００～(20分程度） おひざでリトミック（0歳～1歳）

➁１０：４５～（20分程度） あんよでリトミック　（１歳～２歳）

③１１：２０～（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♪

19 水

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

➀１０：００～(20分程度） おひざでリトミック（0歳～1歳）

➁１０：４５～（20分程度） あんよでリトミック　（１歳～２歳）

③１１：２０～（20分程度） げんきリトミック　（2歳以上）

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♪

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！

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

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♪

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♪

➀１０：００～(20分程度） おひざでリトミック（0歳～1歳）

➁１０：４５～（20分程度） あんよでリトミック　（１歳～２歳）

③１１：２０～（20分程度） げんきリトミック　（2歳以上）

①１０：２０～　②１１：００～

③１４：２０～③１５：００～

⑤１５：４０～　　

キャラクターボールなどで 当日受付

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

2 日 多目的室１ ラキューであそぼう １３：００～１４：３０ 当日受付

1 土 多目的室１・２ 大学生サロン ①１５：００～　②１５：３０～　③１６：００～ 当日受付

当日受付

4 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

3 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

5 水 館内 おりがみであそぼう 全児童 ９:００～夕焼けチャイム 当日受付

7 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

6 木

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

8 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～ 当日受付季節のおりがみ作品をいっしょに作りましょう♪

10 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

9 日

不要

ドデカラケットでバトミントンを楽しもう♪ 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

12 水 館内 おりがみであそぼう 全児童

11 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）

９:００～夕焼けチャイム 当日受付

軽体育室 デカミントン大会 中・高生 １７：３０～１９：００

13 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～

15 土 多目的室１ ラキューであそぼう １３：００～１４：３０ 当日受付

14 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

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 のりものであそぼう

16 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～

未就学児と保護者　各回１２組 当日受付

17 月

18 火

９：００～１１：２０（２０分交替制）

多目的室2

22 土

小学生以上　８名 １３：００～１４：２０

当日受付

（※雨天中止）

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

軽体育室 ポンダンス 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 ２４組 ９：３０～１０：３０ 当日受付

多目的室１ 囲碁・将棋・ゲームであそぼう

当日受付

26 水 館内 おりがみであそぼう 全児童 ９:００～夕焼けチャイム 当日受付

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

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

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

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 当日受付

27 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～

当日受付

29 土

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

休　館　日

20 木

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

21
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

23 日

24 月

25 火

28 金

手先を使った知育あそびになります♪

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

多目的室１・２ ハロウィンお楽しみ会 全児童（未就学児と保護者） オリジナルのハロウィンバッグをつくろう♪ 当日受付

31 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）

多目的室２ お誕生日会 10月生まれの未就学児と保護者　各回6組 ①９：３０～　②１０：３０～ ●10/１５(土)まで当館受付

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～

30 日



  

                           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

こどもの国入口の右側に位置する「森のゾーン」。東

屋もあり、遊び疲れてちょっとくつろぐには絶好の場

所です。読書をしている親子さんもいらっしゃいます

今回ご紹介 

するのは、子

どもたちに

大人気の「か

いけつゾロ 

リ（原作：原 ゆたか）」シリーズ

です。こどもの国には、121冊所

蔵しています。 

いたずらの王者を目指し、修行

を続けるキツネ ゾロリとその

仲間たちが描かれています。失敗

しても前向きに行動する姿が子

どもたちの共感を呼んでいます。 

9 月 1 日からリニューアルし

たホームページに、様々なご意見

が寄せられました。 

〇お知らせがトップページにな 

ったので見やすいです。 

〇初めての人でも、写真がいっぱ 

いなので、こどもの国の様子が 

わかると思います。 

〇スマホでも見やすくなりまし 

た。 

 これからも最新情報をわかり

やすくお伝えしてまいります。

LINE同様、ご愛用くださいませ。 

こどもの国では約 

4000冊の本を 

所蔵しています。 

親子で一緒に静か 

に読書をしたり、 

親がお子さんに読 

み聞かせをしたりする姿を目にすることができます。下

欄で紹介した「ゾロリ」の全巻制覇を目指している子も

います。読書で豊かな心を育んでほしいと思います。 

〒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！ 

 
 

 

こどもの国をLINEのお友達 
にしてみませんか！ 

 
現在、お友だち 

は700名を超え 

ました。お得な最 

新情報をタイムリ 

―にお届けします。 

お気軽にご相談ください 
 
「最初の子なので、いろいろと悩んでしまって・・・」「他の子と比べて、何となく発達が遅いような気が

して・・・」「小学生なのですが、なかなか友達ができなくて・・・」「中３ですが、受験を前に思うように
学力が伸びなくて・・・」など、子育てや学校生活等の面で、悩みを抱かれるのは自然のことです。大切な
のは、「そのうち、相談すればいいや」ではなく、今、解決に向けた第一歩を踏み出すことです。 
「こどもの国」には、保育士や教員、校長などの勤務経験がある職員がおります。すぐに解決することは

できないかもしれませんが、専門的な視点で「焦らず、手を携えて、共に考え歩んでいく」ことができます。 
直接窓口にお越しいただいても、電話・メールでお話をされてもOKです。ご連絡をいただければZOOM

を活用して顔を出さずに直接お話をすることもできます。また、時間も20：30 まで対応
できます。ためらわず、まずは雑談から始めてみませんか。ご連絡をお待ちしております。 

         

mailto:info@toda-kodomonokuni.jp

