
～身体を動かして遊びましょう～ 

【日時】３１日(金) 

【対象・時間】 

１～３歳と保護者 10:00～10:45 

０～１歳と保護者 11:00～11:45 

【定員】各 25 組（先着順） 

【申込】15 日（水）10:00～（電話可） 

リズムで遊ぼう 

 お父さんと運動遊び 
【日時】11日（土）10:30～11:10 

【対象】２歳以上の幼児と保護者 

【定員】15組程度 

【申込】受付中 (電話可) 

 

    

 

  

 

                                                            

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    
                   

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

日 
曜
日 

行 事 

1 水 おやすみ 

2 木 おやすみ 

3 金 おやすみ 

4 土 おやすみ 

5 日  

6 月 冬のお話し会 14：00～14：30（裏面参照） 

7 火 おやすみ 

8 水  

9 木 おやこの遊びひろば 9:00～12:00 

10 金 

おやこの遊びひろば 9:00～12:00 
ツインズひろば 10:00～11:00 
パネルシアター 11:10～11:35 

11 土 お父さんと運動遊び 10：30～11：10 

12 日  

13 月 おやすみ 

14 火 おやすみ 

15 水 災害に備える安全安心な暮らし方 10:30～12:00 

16 木 
おやこの遊びひろば 9:00～12:00 
幼児クラブ体験会 
①10:00～10:40 ②11:00～11:40 

17 金 

おやこの遊びひろば 9:00～12:00 
幼児クラブ体験会 
③10:00～10:40 ④11:00～11:40 

ママのおしゃべりカフェ 11:00～12:00 

18 土  

19 日  

20 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 
 1～3歳 10:30～11:00 
 0～1歳 11:20～11:50 

21 火 おやすみ 

22 水 

幼児クラブ（つき） 
預かりっこ 11:00～13:00 
おもちゃ図書館  

23 木 
おやこの遊びひろば 9:00～12:00 

幼児クラブ（もも・りんご） 

24 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 

25 土 線路をつないであそぼう 10:30～11:30 

26 日  

27 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 

28 火 おやすみ 

29 水 
幼児クラブ（つき） 

預かりっこ 11:00～13:00 

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

31 金 
おやこの遊びひろば 9:00～12:00 
リズムで遊ぼう 1～3歳 10:00～10:45 
                0～1歳 11:00～11:45 

※小麦粉を使う日（18 日）がありますので、小麦粉アレルギーの方

はご確認ください。 

※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する

ことや、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。 

1 月の「おやこの遊びひろば」は９日から行います。是非遊びに来て

ください♪ 

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 

【相談専用ダイヤル】０４８－４４６－７７５０ 

指定管理者：株式会社コマーム 

【URL】http://www.comaam.jp/uspal/ 

 

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。 

 

 

 

 

  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  
【日時】20日‘‘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(先着順) 

【申込】受付中(電話可) 

 

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】1７日(金) 11:00～12:00 

【対象】0歳児と保護者 

【定員】15組(先着順) 

【申込】5日（日）10:00～（電話可） 

 

【開所時間】午前９時～午後６時 

【休 所 日】火曜日（7, 14, 21, 28日）祝日 成人の日（13日） 

年始休所日（1/1、2、3、4 日）☆新年は５日(日)から開所します。 

＊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。 

 

乳幼児版 

  1月号♪ 

  1月の予定 

 

 

災害に備える安全安心な暮らし方 
～突然の災害からお子様を守りましょう～ 

【内容】女性建築士による講座 

【日時】1５日(水)10:30～12:00 

【対象】乳幼児と保護者  

【定員】30組程度（先着順） 

【申込】５日（日）10:00～(電話可) 

 

 ツインズひろば 
～子育て情報交換をしましょう～ 

【日時】1０日（金）10:00～11:00 

【対象】0～３歳の多胎児と保護者 

【申込】受付中（電話可） 

親子で遊ぼう！！ 
～雪あそびごっこ！～ 

【内容】紙吹雪をつかった雪遊びごっこを 

します 

    保健師さんによる「季節の肌のトラブ

ル」のお話があります 

【日時】２４日（金） 

＜にこにこ Day＞     ＜ぴよぴよ Day＞ 

１・2歳までの        首の据わった０歳幼児

幼児と保護者     と保護者 

■時間■       ■時間■ 

1０:０0～1０:45    11:10～11:55 

【定員】各３５組（先着順） 

【申込】8日（水）10:00～(電話可) 

 

 ～～幼幼児児ククララブブ  ククリリススママスス会会～～  
 

サンタさんが

登場してプレ

ゼントを手渡

してくれまし

た。子どもた

ちは大喜びで

した！ 

【日時】２２日（水） 

① 10:30～12:00②13:00～15:30 

【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】①のみ８組（先着順） 

  ※人数によって入場制限あり 

おもちゃ図書館 

たたけけののここププロロジジェェククトト  

♪♪ミミニニココンンササーートト♪♪  
～障がいのある子もない子もともに育つ～ 

【日時】２月２日(日) 1４:00～1５:00 

【対象】どなたでも（幼児は保護者同伴） 

※障がいのあるお子さんの参加もお待ちして 

います 

【内容】バイオリンとピアノ デュオコンサート 

【定員】３０組 

【申込】1月 12 日（日）10:00～（電話可） 

 幼児クラブ体験会 
令和２年度幼児クラブ入会希望者の体験会

を実施します。遊びを通して親子の触れ合

いを深める「幼児クラブ(年間 25 回)」を行

っています。 

【日時】16日(木)①10:00～10:40 

                 ②11:00～11:40 

        17日(金)③10:00～10:40 

         ④11:00～11:40 

【対象】新２歳児（平成 29 年 4 月 2 日～

30 年 4 月 1 日生まれ）と保護者 

【定員】各 20 組 

【申込】受付中（電話可）＊駐車場があり

ませんので車でのご来館はご遠慮下さい。 

 

※体験会にご参加のお子さんは、優先的に

幼児クラブへご入会いただけます 

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

