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― 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 ―

秋が深まり、夜の寒さが増してきました。来館される皆様も、すっかり秋冬コーデとなり、冬がそこま
で近づいていることが感じられます。

「子育て６つのポイント」
いつもここで書かせてもらっているのですが、こどもの国に来館される保護者や祖父母の皆様は、常に
あたたかくお子様を見つめ声掛けをされており、
「この子たちは幸せだなぁ」と感じています。でも、世の
中に目を向けると、
「体罰」
「虐待」という悲しいニュースが後を絶たず、
「なぜ、こうなってしまうのだろ
うか？」と心が痛みます。関係者の話によると、保護者自身が気づかないうちに体罰をするようになり、
周りの人に指摘されて「あっ！」と反省する例が非常に多いそうです。そこで、私たち皆が楽しみながら
子育てができるよう、今回は「ニコニコ顔で子育てするための６つのポイント」をお話してみましょう。
ポイント１

ポイント２

ポイント３

子どもの気持ちや考えに耳を傾けま
しょう

「言うことを聞かない」にもいろい
ろあります

子どもの成長・発達によっても異な
ることがあります

●相手に自分の気持ちや考えを受け止めてもらえ
たという体験によって、子どもは気持ちが落ち
着いたり、
大切にされていると感じたりします。
●子どもに問いかけをしたり、相
談をしながら、どうしたらよい
かを一緒に考えます。

●保護者の気をひきたい、子どもなりに考えがあ
る、言われていることを子どもが理解できない、
体調が悪いなど、さまざまです。
●「嫌だ」というのは、子どもの
気持ちです。悪いことではあり
ません。重要なことでない場合
は、しばらく様子をみるという
のも一つです。

●子どもの年齢や成長・発達の状況によって、で
きることとできないことがあります。また、大
人に言われていることが理解できないこともあ
います。
●子ども自身が困難を抱えているとき
は、それに応じたケアを考え対応し
ましょう。
ポイント６

ポイント４

注意の方向を変えたり、子どものや
る気に働きかけましょう

ポイント５

●子どもはすぐに気持ちを切り替えるのが難しい
こともあります。時には、場面を切り替えるな
ど、
注意の方法を変えてみるのもよいでしょう。
●子どもが好きなことを楽しく
取り組めることなど、子ども
のやる気が増す方法を意識し
てみましょう。

●子どもに伝えるときは、何をすべきかを具体的
に、穏やかに、近づいて、落ち着いた声で伝え
ると、子どもは耳を傾けるよう
になります。
●「一緒におもちゃを片付けよう
ね」と共に行ったり、やり方を
具体的に示してあげましょう。

肯定文でわかりやすく、一緒に

よいこと、できていることを具体的
にほめましょう
●子どもの行動を褒めることは、子どもにとって
嬉しいだけでなく、自己肯定感を育むことにな
ります。
●結果だけでなく、頑張ってい
る過程ことを認めてあげ、
「
お母さんは嬉しいわ」と気持
ちを伝えることも大切です。

子どもは 保護者の心持ち次第です
そうは言っても、なかなか難しい面もあります。もし、否定的な感情が生じたときは、それは子どもが
原因なのか、それとも保護者自身の体調の悪さや忙しさ、孤独感などが関係していないかを振り返ってみ
るとよいでしょう。そして、深呼吸して気持ちを落ち着かせたり、ゆっくりと 5 秒数えたり、窓を開けて
風にあたって気分転換するなど、少しでもストレスの解消につながりそうな自分なりの工夫を身につけま
しょう。もちろん、私たち「こどもの国」の職員にストレスについて相談していただいても結構です。
ぜひ、
「子どもは、悪くない」
「まずは、私がニコニコ顔でいよう」と子育てを楽しんでいきましょう。

盛り上がった「デカミントン大会」
去る 10 月 14 日(金)に中・高校
生による「デカミントン大会」を開
催しました。今回、初めて使用した
のは大きなバドミントン・ラケット
で、参加者は「おお、難しい！」
「い
て～！ アザができた！」なんて叫びながらも、大い
に盛り上がっていました。
「どこの学校？」
「何部？」
など、他の学校の生徒同士の微笑ましい交流も見ら
れ、真剣勝負
の中にも、あ
たたかい雰囲
気が軽体育室
の中に感じら
れました。

新しいおもちゃがいっぱい！

ハロウィンだ！

大学生サロン

10 月 1 日(土)に講座
「大学生サロン」を開催
し、多くのお友だちが参
加してくれました。今回
のテーマは「ハロウィ
ン」
。即興でグループを
作り、みんなで力を合わせながらゲームやクイズに
挑戦し「宝箱」を開けるカギを探しました。
現在、小・中学校では「主体的・対話的で深い学
び」による学習を展開
していますが、このサ
ロンでも一人一人の意
見や考えをもとに学び
合い高め合う活動が行
われました。

。

「もっと、こどもの国で楽しんでほしい」
「いつも
新しい発見があってほしい」という思いで、子どもた
ちが知恵を働かせながら楽しめるおもちゃを、新たに
23 種類 80 個購入しました。届いた箱を開けた職員
からは「ウォー、美味しそう！」
「本物そっくりだ！」
「これは、頭を使うぞ」など、子どもたちが喜ぶ顔を
想像し歓声が上がりました。
10 月中旬からプレイルームで利用を開始しまし
たので、ぜひご来館いただき、お楽しみください。

こどもの国 秋まつり
１１月５日(土)
１０：３０～１６：３０
コロナでずっと中止となっていた「こど
もの国 秋まつり」が、３年ぶりに開催され
ます。当日は、
「文化講演会」
「けん玉ショー
＆検定」
「マリンバコンサート」
「飛び出す３
D 立体映像」
「ハズレなしのくじ引き」など、
親子で 1 日中、楽しみながら学べる催し物
を用意いたしました。
「もくせい園」
「ゆうゆ
う」による販売もあります。多くの皆様のご
来館をお待ちしております。

1

2

火

水

場所

講座・ イベント 名

対象

時間

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）

館内

おりがみ であ そ ぼう

全児童

９:００～夕焼け チャイム

内容・ そ の他/持ち 物
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♪

申し 込み 方法
当日受付

当日受付

今日のおりがみ はなぁに？
3

木

多目的ホール

4

金

多目的室2

軽体育室

よく み て かんがえ て

親子リト ミック体験会

体操の先生と あ そ ぼう

未就学児と 保護者

未就学児と 保護者 各回６組

未就学児と 保護者 ２４組

９： ００～１４： ３０

手先を使っ た 知育あ そ びになります♪

➀ １０： ００～( 20分程度）

おひざでリト ミック（ 0歳～1歳）

➁ １０： 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）

９： ３０～１０： ３０

パワー全開！で楽し む運動あ そ び

当日受付

当日受付

当日受付

親子体操など のふれあ い タイムもあ ります♪

5

土

館内

こど もの国秋まつ り

全児童

１０： ３０～

文化講演会

１３： ００～

もりち ゃんた かち ゃんのけ ん玉ショ ー＆検定

１５： ３０～

マリンバコンサート

１３： ３０～

恐竜が飛び出す！３Ｄ立体映像

１２： ３０～

く じ びき

当日受付

販売（ もく せ い 園さん、ゆ うゆ うさん）
多目的室１
6

8

小学生（ 未就学児年長は保護者同伴で可）

月

火

１３： ００～１４： ３０

先着5名

日
多目/屋上

7

ラキューであ そ ぼう

軽体育室

軽体育室

天体観望会

ボ ール であ そ ぼう

のりものであ そ ぼう

全児童（ 未就学児は保護者同伴） 各回10組

未就学児と 保護者 各回１２組

未就学児と 保護者 各回１２組

ラキューを使っ て 作っ て み よう！

当日受付

今月のテーマはなぁに？
1８： ００～１９： ３０

９： ００～１４： ３０（ ２０分交替制）

９： ００～１１： ２０（ ２０分交替制）

望遠鏡を実際に使っ て の観測です！
対象： 月、木星、土星、夏から秋の1等星
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

当日受付

当日受付

当日受付

思い きりあ そ びまし ょう♪
9

10

水

木

館内

図書コーナー

おりがみ であ そ ぼう

親と 子の楽し い 絵本の会

全児童

９:００～夕焼け チャイム

未就学児と 保護者

11:00～

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

当日受付

不要

手あ そ びもあ る よ♪
多目的ホール
11

多目的室2

12

よく み て かんがえ て

未就学児と 保護者

金

土

多目的室１・ ２

親子リト ミック体験会

未就学児と 保護者 各回６組

小・ 中学生

大学生サロ ン

９： ００～１４： ３０

手先を使っ た 知育あ そ びになります♪

➀ １０： ００～( 20分程度）

おひざでリト ミック（ 0歳～1歳）

➁ １０： 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）

①１５： ００～ ②１５： ３０～ ③１６： ００～

各回先着１０名
13

日

多目的室１・ ２

七五三制作

未就学児と 保護者

大学生と い っ し ょに

当日受付

当日受付

当日受付

ゲームやクイズを楽し み まし ょう♪
①１０： ２０～②１４： ２０～

七五三のお祝い です

当日受付

オリジナル 絵葉書を送っ て 成長をお知らせ し ませ んか？
14

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）

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♪
軽体育室
15

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）

ピヨ コッコル ームぷ ち

未就学児と 保護者 各回5組

①１０： ００～１０： ２５
②１１： ００～11： ２５

17

18

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

多目的ホール

よく み て かんがえ て

未就学児と 保護者

多目的室１

20

親子リト ミック体験会

ラキューであ そ ぼう

土

日

当日受付

親子でい っ し ょに楽し み まし ょう♪

未就学児と 保護者 各回６組

小学生（ 未就学児年長は保護者同伴で可）
先着5名
ち びっ こクラス

軽体育室

ポンダンス

多目的室１

伝統文化親子教室

１０： ００～１１： ３０

こど もの国公園広場で、み んない っ し ょに
外遊び♪

金
多目的室2

19

制作・ 歌・ 手遊びなど

休 館 日

水

木

当日受付

思い きりあ そ びまし ょう♪

火
多目的室2

16

足こぎ遊具を使い 体を動かし て

年少～年長と 保護者 １２組

持ち 物/着替え ・ 飲み 物

９： ００～１４： ３０

手先を使っ た 知育あ そ びになります♪

➀ １０： ００～( 20分程度）

おひざでリト ミック（ 0歳～1歳）

➁ １０： 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）

１３： ００～１４： ３０

ラキューを使っ て 作っ て み よう！
今月のテーマはなぁに？

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

全児童（ 未就学児は保護者同伴） 12名

１３： ００～１４： ３０

わらべ うた 遊び・ 科学あ そ び・ エ クササイズ

当日受付
（ ※雨天中止）
当日受付

当日受付

当日受付

当日受付

当日受付

百人一首・ チャレラン・ 表彰式など
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）

21

22

23

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

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１

イル ミネーショ ンデザイン講座

全児童（ 未就学児は保護者同伴） 各回１０組

火

水

木

25

金

図書コーナー

親と 子の楽し い 絵本の会

多目的ホール

よく み て かんがえ て

多目的室2

27

土

日

多目的室１

多目的室１

親子リト ミック体験会

囲碁・ 将棋・ ゲームであ そ ぼう

オリジナル カレンダーをつ く ろ う

未就学児と 保護者

未就学児と 保護者

未就学児と 保護者 各回６組

小学生以上 ８名
全児童（ 未就学児は保護者同伴）

９： ００～１１： ２０（ ２０分交替制）
①１０： ００～１０： ２５

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♪
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♪

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♪

11:00～

親子で楽し む読み きかせ
手あ そ びもあ る よ♪

９： ００～１４： ３０

手先を使っ た 知育あ そ びになります♪

➀ １０： ００～( 20分程度）

おひざでリト ミック（ 0歳～1歳）

➁ １０： 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）

１３： ００～１４： ２０

①１０： ３０～ ②１５： ３０～

各回先着12組

28

当日受付

思い きり体をつ かっ て あ そ びまし ょう♪

24

26

キャラクターボ ール など で

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！
季節をテーマにし た 、わた し ・ ぼく の

当日受付

当日受付

当日受付

不要

当日受付

当日受付

当日受付

当日受付

オリジナル カレンダーをつ く りまし ょう♪

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

１１月生まれの未就学児と 保護者 各回6組

①９： ３０～ ②１０： 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）

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♪

月

親子でお誕生日のお祝い をし まし ょう♪

●1１/１５( 火) まで当館受付

フ ォト コーナーで記念撮影もできます

29

多目的室2

30

水

足こぎ遊具を使い 体を動かし て

当日受付

思い きりあ そ びまし ょう♪

火

館内

ピヨ コッコル ームぷ ち

おりがみ であ そ ぼう

未就学児と 保護者 各回5組

全児童

①１０： ００～１０： ２５
②１１： ００～11： ２５
９:００～夕焼け チャイム

制作・ 歌・ 手遊びなど
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？

当日受付

当日受付

戸田市は、経年により剥げてしまった芝生の張り替
えを６月下旬から実施し、９月上旬にすべての工事を
終えました。この写真を撮影した 10 月 1 日も快晴
で、たくさんの親子が丘
のゾーンを楽しんでいま
した。丘の上には東屋が
あり、ピクニック気分で
お弁当を食べているご家
族もいらっしゃいました。

１階に８席、２階に 50 席あります。１階には電子レン
ジやお湯の出るシンクもあり、自由に使うことができま
す。また、両階ともに自動販売機もあります。土・日は
ほぼ満席になってしまいま
す。お弁当を食べたり、友
達と雑談したり、ゲームを
したり、中には菓子を片手
に勉強している中学生の姿
も見ることができます。

令和３年度事業評価で好成績をいただきました
８月に実施された市役所のモニタリングにおきまして、こどもの国は適正に運営されているとの高い評価
をいただくことができました。特に、コロナ禍においても利用者の安全・安心を第一に考え、徹底した消毒
（入館者・施設や設備・遊具やおもちゃ等）
・検温・換気・清掃を高いレベルで実施したこと、また最適な空
調設定・雨水の利用など環境へ配慮したこと等が高レベルの評価へとつながりました。
度重なるコロナの感染拡大の中、
「どうしたら、安全・安心の中で来館者の皆様に楽しい思い出の一コマを
創っていただくことができるか」という利用者目線を第一に考えた運営を行ったこと、そして利用者の皆様
のご理解とご協力を得ることができたことが、このような結果に結び付いたと考え、職員一同たいへん嬉し
く思っております。今後も戸田市のご指導の下、地域との連携を強化し、戸田市の子どもたちの心豊か
な成長の場でありますよう、一層充実した運営に努めますので、引き続きよろしくお願い
いたします。

こども お悩み相談
今回ご紹介するのは「ちびまる
子ちゃんの満点ゲットシリーズ
（小学生からのマンガ勉強本）集
英社刊」です。ことわざや慣用句、
百人一首、英語などを楽しみなが
ら学べる本です。こどもの国には
32 種類の本が置いてあります。
大人が読んでも「へぇ～、そうな
んだ！」と勉強になります。
親子で一緒に
読んで、問題
を出し合って
みませんか？

〇 LaQ の講座を毎回楽しみにし
ています。子どもの創造力と行
動力を結び付けられる、とても
素敵な講座だと思います。
（市
外・保護者）
〇 オリジナルカレンダーづくり
は、先生方が優しく教えてくだ
さり、題材もかわいくてよかっ
たです。
（市外・保護者）
〇 カレンダーづくりは、丁寧な
声掛け、準備などありがたく思
います。毎月、とても楽しみに
しています。
（市内・保護者）

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。

〒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

