
 

 

  

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

    

                    

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 行 事 

1 木 
おやこの遊びひろば 9:00～12:00 
幼児クラブ（もも・りんご） 

2 金 
おやこの遊びひろば 9:00～12:00 
パネルシアター 11:00～11:30 

3 土  

4 日 運動ひろば 11:00～11:40 

5 月 
おやこの遊びひろば 9:00～12:00 

幼児クラブ（さくらんぼ・みかん） 

6 火 おやすみ 

7 水 幼児クラブ（つき） 

8 木 

おやこの遊びひろば 9:00～12:00 
幼児クラブ（もも・りんご） 
ベビーマッサージ体験 11:00～12:00 

9 金 

おやこの遊びひろば 9:00～12:00 
ツインズひろば 10:30～11:30 
リズムで遊ぼう 

10 土 クッキング 10:00～11:30 参加費\100 

11 日 父の日企画（※裏面の小・中・高版参照） 

12 月 

おやこの遊びひろば 9:00～12:00 
幼児クラブ（さくらんぼ・みかん） 
親子で楽しむ絵本とわらべうた 

13 火 おやすみ 

14 水 幼児クラブ（つき） 

15 木 
おやこの遊びひろば 9:00～12:00 
幼児クラブ（もも・りんご） 
ベビーマッサージ体験 11:00～12:00 

16 金 

おやこの遊びひろば 9:00～12:00 
親子で遊ぼう 1～2歳‐10:00～10:45 
       0歳‐11:10～11:55 
   ※首が据わっている 0歳児が対象です 

17 土  

18 日 線路をつないで遊ぼう 13:30～14:30 

19 月 おやこの遊びひろば 9:00～12:00 

20 火 おやすみ 

21 水 のびのびアート 11:10～11:55 

22 木 
おやこの遊びひろば 9:00～12:00 
ベビーマッサージ体験 11:00～12:00 

23 金 
おやこの遊びひろば 9:00～12:00 

ママのおしゃべりカフェ 10:00～11:00 
パラバルーン 11:10～11:40 

24 土   

25 日 お父さんと愉快に体操 11:00～11:40 

26 月 

おやこの遊びひろば 9:00～12:00 
幼児クラブ（さくらんぼ・みかん） 
おもちゃの病院 10:00～11:30（1人 2点） 

27 火 おやすみ 

28 水 
幼児クラブ（つき） 
おもちゃ図書館 

29 木 
おやこの遊びひろば 9:00～12:00 

幼児クラブ（もも・りんご） 

30 金 
おやこの遊びひろば 9:00～12:00 

トイレトレーニング相談講座 10:30～11:30 

※活動中に撮影した写真は、あすぱる通信・ホームページに

掲載したり、館内に掲示することがありますのでご了承く

ださい。 不都合のある方は事前にお申し出下さい。 

戸塚児童センター 
【住所】川口市戸塚南４丁目 10 番２号 
【電話・ＦＡＸ】０４８－２９４－７５５０ 

指定管理者：株式会社コマーム 

【URL】http://www.comaam.jp/uspal/ 

 

お話しボランティアによる 

親親子子でで楽楽ししむむ絵絵本本ととわわららべべううたた‘‘ととととけけっっここううののへへやや’’  
【日時】1 日（月）  【申込】受付中～電話可 

２歳未満の乳幼児と保護者 10：30～11：00 定員１５組 

２歳以上の幼児と保護者  11：15～11：45 定員１５組 

児童センターからのお願い 
駐車場の台数に限りがありますので、 

  公共機関・徒歩・自転車でおいでください。 
 

 

乳幼児版 6月号 

  

 

 

  

  親親子子でで楽楽ししむむ絵絵本本ととわわららべべううたた  
 12 日（月）‘‘ととととけけっっここううののへへやや’’  
【対象・時間】1～3 歳親子 10:30～11:00 

      0～1 歳親子 11:20～11:50 

【定員】各 15 組 

【申込】2 日（金）10:00～電話可 

 

 

親親子子ククッッキキンンググ  
『『じじゃゃががいいももピピザザををつつくくりりままししょょうう』』  
【日時】10 日（土） 10:00～11:30 

【対象】３歳以上の未就学児と保護者の参

加を優先させていただきます。 

【費用】100 円  【定員】15 組 

【持物】エプロン,三角巾,マスク,お手ふき 

【申込】1 日（木）10:00～電話可 

 

おもちゃ図書館 

【日時】28 日（水） 

① 10:30～12:00 

② 13:00～15:30 

【対象】 

①発達に気がかりな乳幼児と 

保護者 

②10 カ月以上の乳幼児と保護者 

【定員】10 組 

  ※人数によって入場制限あり 

【開所時間】午前９時～午後６時 

【休 所 日】 

火曜日（6, 13, 20, 27 日）   

＊児童センターは０才から１８才未

満の児童が利用できます。  

＊開館時間内は自由に遊べます。（行

事使用中の部屋は除く） 

＊乳幼児には大人の付添が必要です。  

＊紙おむつ等のゴミ類は、各自お持ち

帰りください。 

 

６月の予定 

１６日（金）親子で遊ぼう！！ 
“布を使って遊ぼう！” 

【申込】9 日（金）10:00～(電話可) 
※人数によっては申込みをお断りする場

合があります 

※保健師さんによる出張相談室あります。 

＜にこにこＤａｙ＞ 

歩行可能な 1～2 歳までの幼児と保護者 

【時間】10:00～10:45 

＜ぴよぴよＤａｙ＞ 

0 歳(首の据わった)幼児と保護者 

【時間】11:10～1１:５5 

 

お も ち ゃ の 病 院 

パパララババルルーーンンでで遊遊ぼぼうう  
親親子子でで布布遊遊びびをを楽楽ししみみままししょょうう  

【日時】23 日（金） 11:10～11:40 

【対象】２歳以上と保護者 

【定員】20 組 

【申込】14 日（水）10:00～電話可 

 

トイレトレーニング相談講座 
【日時】30 日（金）10:30～11:30 

【対象】乳幼児と保護者 

【内容】おむつはずしのタイミング 

【定員】15 組 

【申込】22 日（木）10:00～電話可 

壊れたおもちゃの修理をします 
【日時】26 日（月） 

10:00～11:30 

【費用】無料（ただし 

部品代がかかるときも 

あります。）（一人 2 点まで） 

 

おお父父ささんんとと愉愉快快にに体体操操  
【日時】25 日（日） 11:00～11:40 

【対象】乳幼児親子・祖父祖母・小学生

の参加歓迎 

【定員】15 組 

【申込】４日（日）10:00～電話可 

 

ののびびののびびアアーートト  
緑緑色色のの世世界界をを作作ろろうう！！  

【日時】21 日（水）  

11:10～11:55 

【対象】２歳以上と保護者 

【申込】9 日（金）10:00～電話可 

 

子育てコーディネーターが 

同席して相談を受け付けます 

ママママののおおししゃゃべべりりカカフフェェ  
ママの情報交換の場とお友だちづくりの 
お手伝いをします 
【日時】２３日(金) 10:00～11:00 

【対象】0 歳児と保護者【定員】15 組(先着順) 

【申込】3日（土）10:00～電話可 

ツツイインンズズひひろろばば  
双子・三つ子さんを持つママの情報交換 

【日時】９日（金）10:30～11:30 

【対象】０～3 歳までの多胎児と保護者 

【申込】受付中 10:00～（電話可） 

  

9 日（金）～楽器を鳴らして遊びましょう～ 

【対象・時間】1～3歳親子 10:00～10:45 

      0～1 歳親子 11:00～11:45 

【定員】各 25 組 

【申込】2日（金）10:00～電話可 

リズムで遊ぼう 

ベビーマッサージ体験 

【日時】８日（木）１５日(木) ２２日（木） 

11:00～12:00 

【対象】首の据わった乳児と保護者 

【定員】１２名 【参加費】１回￥600 

【申込】受付中（電話可） 

 

パネルシアター 
【日時】2日（金）11:00～11:30 

【対象】乳幼児と保護者 

【申込】5月２５日（木）10:00～（電話可） 

 

 

http://www.comaam.jp/uspal/

