
 

 

 

  

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

    

 

 

 

 

 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 行 事 

1 土  

2 日  

3 月 
おやこの遊びひろば 9:00～12:00 
幼児クラブ（ぶどう・ばなな） 

4 火 おやすみ 

5 水 幼児クラブ（さくらんぼ） 

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

7 金 おやこの遊びひろば 9:00～12:00 

8 土  

9 日 線路をつないで遊ぼう 10:50～12:00 

10 月 おやすみ（スポーツの日） 

11 火 おやすみ 

12 水 のびのびアート 11:00～11:40 

13 木 

おやこの遊びひろば 9:00～12:00 

リズムで遊ぼう  

1～3歳 ①10:10～10:50 ②11:10～11:50 

14 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 

15 土 ツインズひろば 10:00～11:00 

16 日  

17 月 

おやこの遊びひろば 9:00～12:00 

親子で楽しむ絵本とわらべうた 

1～3歳①9:50～10:20 0歳②11:00～11:30 

18 火 おやすみ 

19 水  

20 木 
おやこの遊びひろば 9:00～12:00 

Webリズムで遊ぼう 10:30～11:00 

21 金 

おやこの遊びひろば 9:00～12:00 
子育て相談講座（離乳食講座） 
① 10:00～10:50 ②11:00～11:50 

22 土  

23 日  

24 月 
おやこの遊びひろば 9:00～12:00 

おもちゃの病院 10:00～11:30 

25 火 おやすみ 

26 水 
幼児クラブ（さくらんぼ） 

おもちゃ図書館 13:30～14:50 

27 木 
おやこの遊びひろば 9:00～12:00 

幼児クラブ（もも・りんご） 

28 金 

おやこの遊びひろば 9:00～12:00 
親子で遊ぼうぴよぴよ Day 
0歳 ①10:00～10:45 ②11:10～11:55 

29 土 
パネルシアター 11:00～11:20 
(定員：１２組（先着順）申込：受付中) 

30 日 

ハロウィンを楽しもう 15:30～16:00 
＊どなたでもフォトスポットで撮影できます！ 

(詳細は裏面参照ください) 

31 月 
おやこの遊びひろば 9:00～12:00 

幼児クラブ（ぶどう・ばなな） 
※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。 

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/ 

【アドレス】uspal@comaam.jp 

 

【開所時間】午前９時～午後５時  

【休 所 日】火曜日（4, 11，18, 25 日）祝日 10 日(スポーツの日） 

＊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。（換気消毒時間帯・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。 

１０月の予定 

9 月 16 日の歯磨き講座は来館とＺoom

の同時開催で行いました。参加されたお

母さんたちは、歯磨きの仕方を丁寧に教

わり、真剣に学ぶ姿が印象的でした。 

 

乳幼児版  

10月号 

 

ママのおしゃべりカフェ 

WWeebb ママママカカフフェェ 
 

～地域の子育て情報を交換して 

友だちになろう～ 

＊来館と Zoom で同時に開催！ 

【【日日時時】】1144 日日（（金金））1100::0000～～1111::0000  

【【対対象象】】来来館館：：００歳歳児児とと保保護護者者（（初初参参加加のの方方））  

ZZoooomm：：００・・１１歳歳児児とと保保護護者者  

【【定定員員】】ZZoooomm・・来来館館とともも各各 88 組組((先先着着順順))  

【【申申込込】】受受付付中中（（電電話話可可））  

  

  

  

  

  

  

リズムで遊ぼう 

WWeebb リリズズムムでで遊遊ぼぼうう  
～秋のうたや手あそびをしましょう～ 

＊来館と Zoom でそれぞれ開催！ 

【【日日時時・・場場所所】】  

来来館館：：1133 日日（（木木））①①1100::1100～～1100::5500 

                      ②②1111::1100～～1111::5500  

  ZZoooomm：：2200 日日((木木))1100::3300～～1111::0000  

【【対対象象】】来来館館：：１１～～３３歳歳とと保保護護者者  

            （（幼幼児児ククララブブはは除除くく））  

ZZoooomm：：００～～３３歳歳とと保保護護者者  

【【定定員員】】来来館館：：各各 1155 組組（（先先着着順順））  

        ZZoooomm：：８８組組（（先先着着順順））  

【【申申込込】】受受付付中中（（電電話話可可））  

  

  
ツツイインンズズひひろろばば  

～～友友だだちちのの輪輪をを広広げげよようう～～  

【日時】15日（土）10:00～11:00 

【内容】保護者同士の交流を深めよう！ 

【対象】未就学の多胎児と保護者 

【申込】受付中（電話可） 

 

親子で楽しむ絵本とわらべうた 
‘ととけっこうのへや’ 

【日時】17日(月)  ①9:50～10:20 

②11:00～11:30 

【対象】①1～３歳と保護者 

②0 歳と保護者 

【定員】各１０組（先着順） 

【申込】5日（水）10:00～（電話可） 

 

 

包包括括的的なな相相談談支支援援  
～子育ての困りごとちょっとした 

悩みを聴かせてください～  
実施日：毎週月曜日～土曜日 

※休館日（火曜日と祝日は除く） 

実施時間：１０時～１２時,１３時～１７時 

お気軽にご相談ください！ 

線路をつないで遊ぼう 
【日時】９日（日）10:50～12:00 

【対象】2歳以上の幼児と保護者 

【定員】8組（先着順） 

【【申申込込】】受受付付中中（（電電話話可可））  

 

 

♫おしらせ♫ 

●＜ご利用のご案内＞に関しましては、裏面をご参

照ください。・あすぱる登録用紙にご記入をお願いし

ています。・3 歳以上はマスクの着用が必要です。 

・使用済み玩具の消毒にご協力ください。・  印は

Zoom を使用するイベントです。ご参加の方は申込

時に注意事項をご確認ください。 

 

 

おもちゃの病院 

壊れたおもちゃの修理をします 
【日時】24日(月）10:00～11:30 
【費用】無料（ただし部品代がかかると
きがあります。）（一人 2 点まで） 
【【申申込込】】１１２２日日（（水水））1100::0000～～（（電電話話可可））  
＊指定する時間にお越しください。 
＊当日におもちゃをお預かりし、後日お
返しします。 
 

 

子子育育てて相相談談講講座座  
～～離離乳乳食食講講座座～～  

【日時】21日（金）①1100::0000～～1100::5500      

② 1111::0000～～1111::5500 

【対象】①乳児初・中期(5～8 カ月)と保護者 

②乳児後期(9 カ月～～11 歳歳程程度度)と保護者 

【定員】各１２組程度(先着順) 

【申込】７７日日（（金金））1100::0000～～（（電電話話可可）） 

 

親子で遊ぼうぴよぴよ Day 
～運動会ごっこをしよう！～ 

【【日日時時】】2288 日日（（金金））  

①①  1100::0000～～1100::4455  

②②  1111::1100～～1111::5555  

【【対対象象】】首首のの据据わわっったた 00 歳歳とと保保護護者者  

【【定定員員】】各各１１５５組組（（先先着着順順））  

【申込】14日（金）10:00～（電話可） 

*保健師さんによる「事故予防のお話」 

があります。 

 

 

  

ののびびののびびアアーートト  
～～手手形形ででおお化化けけをを作作ろろうう！！～～  

【日時】１2 日（水）11:00～11:40 

【対象】2歳以上の幼児と保護者 

【定員】８組程度（先着順） 

【申込】受付中（電話可） 

 

おおももちちゃゃ図図書書館館 

【日時】26日（水）1３:30～14:５0 

【対象】10ヶ月以上の乳幼児と保護者 

【定員】５組（先着順） 

【申込】12日（水）10:00～（電話可） 

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

