
 

 

 

 

 
 

― 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 
 

 皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えのことと存じます。昨年度は「こ

どもの国」をご利用くださいまして、誠にありがとうございました。おかげさま

で、多くの皆様にご来館いただき、子どもたちの楽しい思い出づくりに少なから

ず関わることができましたことに、心から感謝申し上げます。 

希望が芽吹き、花開く助走の年 

 昨年（壬寅）は、「厳しい冬を乗り越え、春の息吹が始まり、生命力にあふれ、新しい成長の礎となる力が生まれる

年」だと言われていました。いかがでしたか？  

さて、本年の干支は「癸卯(みずのと・う)」。 諸説ありますが、「癸」は次の生命を育む準備が完了した状態を表

し、「卯」は草木が地面を覆うようになった萌え出る春のイメージを表すそうです。このことから、2023年は既に

春の兆しは始まっていて、停滞した世の中に希望が芽吹き、花開く助走の年であると言えます。また、今まで培われ

た実力が試される局面に入ったことを指し示しており、最後まで諦めずに希望を持ち続けることが道を開く鍵となる

そうです。ただし、過ぎたるは及ばざるがごとしで、「癸卯」の年は無理をし過ぎず、頑張り過ぎず、ほどほどである

ことが肝心であり、今まで尽くしてきた人事を信じ、おおらかな気持ちで天命を待つことも大切なのだそうです。 

 4月に9年目を迎える「新・こどもの国」も、引き続き新型コロナウイルス感染症への対策を徹

底しながら、子ども、保護者、そして地域の皆様にとりまして希望が芽吹き、花開く助走の年とな

りますよう様々な取組を進めてまいりますので、本年も変わらぬ御支援を賜りますようお願いいた

します。 

 あわせて、皆様にとりまして幸多き年となりますことを心よりお祈り申し上げます。 

「あいさつ」がこだまする こどもの国 に 

 ７月号で「こどもの国は、『ありがとう』であふれています」とお伝えしました。幼い子から高校生まで、様々な場

面で「ありがとうございます！」という言葉が響き渡り、子どもたちの心がしっかりと育まれていることが伝わって

きます。そして、それは『あいさつ』も同じです。多くの子どもたちが笑顔で「おはようございます」「こんにちは」

「さようなら」とあいさつをしてくれます。特に、中学生・高校生は礼儀正しくあいさつをしてくれ、人間的な成長

を見ることができます。 

 しかし、残念ながら、職員から「こんにちは」と声をかけても、反応してくれない子どもが少なからずいます。 恥

ずかしいのでしょうか？ 面倒なのでしょうか？ 小学生に声をかけてみると、家でも「行ってきます」「ただいま」

「おはよう」「おやすみ」を言わないと答えた子がほとんどでした。 

 中学校では、この時期、高校入試のための面接練習を行います。ドアをノックするとき、「2 回はトイレのノック

だよ。3回がいいね。正式には4回だ。ゆっくり4回ノックをすると、心を落ち着かせて「失礼します！」とあい

さつして入室することができる。そうすれば、合格したようなものだ」なんて話をします。すると、入試が終わって

「先生、ぼく、きちんと4回ノックしたので合格しました！」と言ってくる子もいて、クスっ

と笑ってしまいます。子どもたちは、心を込めたあいさつをすると、自分も相手も気持ちよく

なるとともに、社会を生き抜いていく上でとても大切なものであることを学んだのです。 

 「こどもの国」へいらしたら、ぜひ保護者の皆様も一緒にあいさつをお願いします。お子さ

んは、そのような親の後ろ姿から、あいさつの大切さと素晴らしさを学んでくれるはずです。 

今年も、来館者の皆さんと職員の「あいさつ」がこだまする施設でありますように。 
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     ホームページは「戸田 
市こどもの国」で検索 

朝日に浮かび上がる「こどもの国」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こどもの国地域イルミネーション始まる！ 
 
12月３日（土）、コロナ禍にあって以前のような点灯式を開催することはできませんが、来館していた子ど

もたちとともに、「丘の上で楽しむイルミネーション・カウントダウン」を実施しました。１２月に入って急に
寒くなってしまいましたが、当日は約２５０人以上の親子が参加してくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「こどもの国地域イルミネーション」は2007年
に初回が開催され、今年で16回目になります。こ
どもの国地域イルミネーションの会（商店会、町会
長会、戸田中央総合病院、等）が中心となり、防犯
対策及び景観美化を図るために実施しています。私
たちは、このイルミネーションによって子どもたち
に夢を届け、また医療従事者やコロナと戦う人たち
にエールを届けられればと願っています。 

  
さて、今年のテーマは上述のとおりです。宇宙を

イメージしてこどもの国の職員が一生懸命手作りで
仕上げました。 
なお、本年度は2022年12月3日（土）から

2023年2月14日（火）まで、毎日午後4時30
分から午前0時30分まで点灯します。 
約２６万球を超えるLEDの光が輝きますので、ぜ

ひ多くの皆様に御覧いただきたいと思います。 

イルミネーション・デザイン講座 

 11月23日（祝）に「イルミネーション・デザイン講座」が開催され、20人の子どもたちが素敵な作品を

作り上げてくれました。それぞれの作品は、イルミネーションとして公園に飾ってあります。 



日 曜日 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

おりがみであそぼう♪

今日のおりがみはなぁに？

小学生　１０名 １３：００～１４：００ 1月の大学生サロンは、冬休みの宿題応援隊です！

中学生　１０名 １４：００～１５：００ 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） ラキュー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？

親子で楽しむ読みきかせ

手あそびもあるよ♪

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♪

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♪

～喜沢中学校さん企画、運営講座～ 未就学児（3才～6才）と保護者 ペットボトルを使ったボーリングゲーム🎵

「子どもたちの交流機会を増やそうプロジェクト」 先着1０名 みんなで楽しく交流しよう！！

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♪

　　　　　　　戸田遊び場・遊ぼう会              こどもの国公園広場で、みんないっしょに

　　　　　　　ちびっこぼうけんひろば 外遊び♪　 持ち物/着替え・飲み物

小学生（未就学児年長は保護者同伴で可） ラキューを使って作ってみよう！

先着5名 今月のテーマはなぁに？

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♪

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♪

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！

講師の先生と対決もできます！

鬼のつのわなげ、まとあてゲームなど

みんなでおにおにゲームを楽しもう♪

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♪

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♪

手先を使った知育あそびになります♪

28 土

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

軽体育室 ポンダンス 当日受付

９：００～１４：３０（２０分交替制） 当日受付

多目的室２ お誕生日会 1月生まれの未就学児と保護者　各回6組

１３：００～１４：２０ 当日受付

多目的室１・２ 節分お楽しみ会 全児童（未就学児と保護者） ①１０：３０～　②１４：３０～ 当日受付

①９：３０～　②１０：３０～
●1/１５(日)まで当

館　　受付

25 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

不要

多目的室１ 囲碁・将棋・ゲームであそぼう 小学生以上　８名

多目的ホール よくみてかんがえて 当日受付

26 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 金 未就学児と保護者 ９：００～１４：３０

ラキューであそぼう １３：００～１４：３０

当日受付

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

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

16 月

17 火

９：００～１１：２０（２０分交替制）

多目的室2

18 水

20 金 多目的ホール よくみてかんがえて ９：００～１４：３０

19 木 こどもの国公園広場 未就学児と保護者 １０：００～１１：３０

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

軽体育室 １４：３０～１５：３０

未就学児と保護者　各回１２組 当日受付

14 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～

15 日

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♪ 当日受付

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

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

不要

13 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

軽体育室

12 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

11 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

10 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

9 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

7 土 多目的室１・２ 大学生サロン 当日受付

8 日 多目的室１ ラキューであそぼう １３：００～１４：３０

4 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

6 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

5 木

1 日 休　館　日

2 月 休　館　日

3 火 休　館　日

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

未就学児と保護者 手先を使った知育あそびになります♪

23 月

24 火

９：００～１１：２０（２０分交替制）

当日受付

当日受付
（※雨天中止）

当日受付

22 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

21 土 多目的室１

当日受付

29 日

30 月

31 火

９：００～１１：２０（２０分交替制）

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

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

 



  

                           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 あゆみ先生の御指導による大人気講座。毎回、満員

御礼になるほどです。年齢に応じておひざでリトミッ

ク(0～1歳)、あんよでリトミ 

ック(1～2歳)、げんきリトミ 

ック(2歳以上)の３つのコース 

があります。リズム感だけでな 

く、創造性や思考力を高める 

ことができます。 

今回ご紹介するのは「世界の童話

全30巻（小学館）」です。お父さ

んやお母さん、そしておじいちゃ

んやおばあちゃんから「懐かしい

ねぇ」という声が聞かれそうで

す。童話は人格の形成に重要な位

置を占め、こどばを覚える教育に

も大いに役立ちます。幼い子に

は、是非、正し 

い発音発声でよ 

くわかるように 

読み聞かせてあ 

げてくださいね。 

〇 今年もイルミネーションが始

まりました。夕方、子どもと一

緒に見に来ると大喜びです。 

        （市内・保護者） 

〇 子どもが小さくてイルミネー

ションの時間に出かけること

ができないのですが、先日仕

事帰りの主人が写真を撮って

きてくれ、子どもも喜んで見

ていました。 （市内・保護者） 

〇 落ち葉が大変な季節でしたが

いつもきれいになっていまし

た。お疲れ様です（地域住民） 

「戸田遊び場・遊ぼう会」主催による外遊び。原っぱ

のゾーン（公園広場）で、みんなと一緒に様々な遊びを

行います。暑くても、寒くても 

子どもたちは元気いっぱい。 

外遊びの楽しさを思う存分味 

わってほしいと思います。参 

加するときは、着替えと飲 

み物を持参してくださいね。 

〒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！ 

 
毎週金曜日をは 

じめ、他の曜日に 

もお得な情報をタ 

イムリーにお届け 

しています。 

 

子どもたちも環境づくりに参加してくれています 
 
 保護者の方から「こどもの国は、いつも明るいですね」という声を頂戴することがあります。日々の清掃・
消毒はもちろんですが、掲示物等にも工夫を凝らしており、このようなお声は職員の励みになります。 
 ところで、掲示物の中に、来館した子どもたちが作ってくれた作品があるのをご存知でしょうか。それは、
センターの入口から進んでいくと見えてくる大きな柱に貼ってある「壁画」です。毎月、季節に応じたカー 

ドに子どもたちが絵を描き、それを柱の壁に貼っているのです。子どもたち一人一人の思
い       が絵に込められており、見ていると思わず「クスっ」と笑ってしまうものもあります。 
         読書や絵画、音楽は子どもたちの感性を育てることにつながります。ぜひ、来館した際 

は受付に声をかけていただき、壁画作成に参加してほしいなと思います。 
  

mailto:info@toda-kodomonokuni.jp

