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日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 休館日 5 6 7 

   
ベビーとママのふれあい体操  

10:00～11:00 
 ★絵本の読み語り 

10:30～11:00 
★小学生の遊びスペース 

15:30～17:00 
たっきゅう教室 

15:00～16:30 

   
★紙芝居 

10:30～11:00 

 五感をやさしくしげきする部屋 
～スヌーズレン体験～ 

10:00～16:30 
  

8 9 10 11 休館日 12  13 14 
 ハワイアンリトミック 

10:30～11:30 

 

 

 

★放課後子どもひろば 

15:30～17:00 

囲碁ひろば⑦ 

13:30～15:30 

15 16 17 18 休館日 19 20 21 

ダブルケア講演会 

10:00～12:00 
 

★紙芝居 

14:30～15:00 

 

★クリスマスツリーをつくろう  

9:30～ 

★絵本の読み語り 

14:30～15:00 

★小学生の遊びスペース 

15:30～17:00 

エレキギターをつくろう  

14:30～16:00 

22 23 24 25 休館日 26 27 28 

★おもちゃの病院 

10:00～12:00 
  

あいぱれっとごはん 

14:00～16:00 

  

ゲームをつくろう 

10:00～12:00 

あいぱれっと e スポーツ大会  

10:00～16:00 

★あいぱれっと GAME 部  

14:00～17:00 

  
 

 ★昔あそびひろば 

16:00～17:00 
 

29 休館日 30 休館日 31 休館日   

      

 
 

  

※日程・時間などは変更になる可能性がありますので、あらかじめご承知おきください。詳細は、各チラシでご確認ください。 

どなたでもダブルケア講演会 

～家族を超えて支え合う～ 
小学 4 年生～中学生対象 

エレキギターをつくろう 年末年始休館の 

お知らせ 
12 月 29日（日）～1月 3日（土） 

ファミリーカウンセラーよしおかゆうみ氏に

よる「ダブルケア」についての講演会です。 

日時：12 月 15 日(日) 10:00～12:00 

会場：多目的ホール 1・2 

定員：先着 30 名（お子さん同伴可） 

費用：無料 

申込：受付中 

電話又は総合案内へ 

講師：よしおか ゆうみ氏（ファミリーカウンセラー） 

共催：浦和区地域包括支援センター 

(ジェイコー埼玉・かさい医院) 

協力：さいたま市社会福祉協議会 

   北部第一地区社会福祉協議会 

圧電ってなんだろう？おもちゃのギターをエ

レキギターに改造します。 

 

日時：12 月 21 日(土) 

14:30～16:00 

会場：多目的ホール 1 

定員：先着 20 名 

費用：500 円（当日集金） 

持ち物：ふた付きの飲み物 

申込：受付中～定員になり次第〆切 

電話又は総合案内へ 

講師：森田 剛氏（東京大学工学部教授） 

小学生～中高生年代 

あいぱれっと eスポーツ大会 

スマブラ SP オフ大会です。 

詳細は、ホームページ掲載のチラ 

シ、注意文書をご覧ください。 

右の QR コードからアクセスできます。 

日時：12 月 28 日(土)  

10:00～16:00 

（途中退室自由） 

会場：多目的ホール 1・2 

定員：先着 50 名 

（詳細条件はチラシを 

ご参照ください） 

費用：無料 

持ち物：ふた付きの飲み物（昼食）、 

Switch コントローラー 

申込：受付中～定員になり次第〆切 

電話又は総合案内へ 

共催：さいたま e スポーツ協会 

小学生～中高生年代対象 

あいぱれっとごはん 

小学 3～6 年生（ビスケット経験者）対象  

ビスケット中級 ゲームをつくろう！ 
みんなで料理を作って、クリスマスパーティ

ーをしよう♪ 

日時：12 月 24 日(火) 14:00～16:00 

会場：調理室 

定員：先着 20 名 

費用：無料 

持ち物：エプロン、三角巾 

申込：12 月 14 日(土)～定員になり次第〆切 

電話又は総合案内へ 

※アレルギー対応はありません。 

※小学生は保護者の同意が必要です。 

ビスケットプログラミングでオリジナルのダ

ンジョンゲームを作って遊ぼう！一度でもビ

スケットをやったことがあれば大丈夫です。 

日時：12 月 27 日(金) 

10:00～12:00 

会場：多目的ホール 1 

定員：先着 20 名 

費用：無料 

持ち物：ふた付きの飲み物 

申込：12 月 5 日(木)～定員になり次第〆切 

電話又は総合案内へ 

12月

号 NEWS 

『★』は 

事前申込不要です！ 

要申込み・当日受付可 要申込み 

託児なし・遊びスペース

（asobi 基地）あり 
汚れてもよい、 

動きやすい服で♪ 
要申込み 

要申込み 要申込み 

スペシャル
ゲストが 
くるかも！ 



 

小学生対象 

百人一首に挑戦！ 

小学生～中高生年代（未成年）対象  

パティシエになってケーキをつくろう 
 
 
 
●紙芝居 

12 月 3 日(火) 10:30～11:00 

講師：さいたま紙芝居研究会 

12 月 17 日(火) 14:30～15:00 

講師：さいたま子ども文化研究所 

 

●絵本の読み語り 

12 月 5 日(木) 10:30～11:00 

講師：一茶良子とぱぴぷぺぽん♪ 

12 月 19 日(木) 14:30～15:00 

講師：子どもコンシェルジュ 

初めてでも親しみやすい 5 色カルタに挑戦し

てみよう！百人一首をやったことがなくても

だいじょうぶ！少しずつ句をおぼえて、たのし

くステップアップしよう 

日時：1 月 7 日(火)10:00～11:30 

会場：多目的ホール 1 

定員：先着 20 名 

費用：無料 

持ち物：なし。汚れても良い動きやすい服で。 

申込：12 月 1 日(日)～定員になり次第〆切 

電話又は総合案内へ 

講師：奥村 涼太 氏・小南 恵子氏 

（埼玉県かるた協会） 

ひとり 1 個（約 12cm）のデコレーションケ

ーキを作るよ。ケーキは持ち帰ってみんなで

食べてね！※アレルギー対応はありません。 

日時：1 月 11 日(土) 

①10:00～11:30 小学 1～3 年生 

②13:00～14:30 小学 4 年～中高生年代 

会場：調理室 

定員：①② 各抽選 16 名 

費用：800 円（当日集金） 

持ち物：エプロン、三角巾 

申込：12 月 23 日(月)～1 月 5 日(日) 

電話又は総合案内へ 

協力：（学）三幸学園 大宮スイーツ＆カフェ専門学校 

どなたでも 子どもの心を育む講座 

「ことばと文字への関心を育む」 
～心が通じ合う言葉と文字～ 

1歳半～2歳とその保護者対象 

ふれあいサロン 

コンシェルジュといっしょ 

小学生対象 お正月企画 

郷土かるた大会 
＜放課後子どもひろば・昔あそびひろば＞ 

幼児から小学校低学年の子どもが、コミュニケ

ーションのためのことばや文字を獲得し使え

るようになるために、楽しみながら関心を育む

コツについて、長年国語教育に携わっておられ

る首藤先生にご講演いただきます。 

日時：1 月 13 日(月・祝) 13:30～15:30 

会場：多目的ホール 1・2 

定員：先着 50 名（お子さん同伴可） 

費用：無料 

持ち物：ふた付きの飲み物 

申込：12 月 14 日（土）～定員になり次第〆切 

電話又は総合案内へ 
講師：首藤久義氏 

（千葉大学名誉教授） 

「手遊び」「ふれあい遊び」「バランスゲーム」

「新聞紙遊び」など… 

子どもコンシェルジュと一緒に親子で体を動

かして遊びませんか？ 

 

日時：1 月 23 日(木) 

10:00～11:45 

会場：多目的ホール 1 

定員：先着 10 組 

対象：平成 30 年 1 月 1 日～平成 30 年 6 月 30 日 

生まれのお子さんと保護者 

費用：無料 

持ち物：ふた付きの飲み物、汗ふきタオル 

申込：12 月 1 日(日)～定員になり次第〆切 

※ぱれっとひろば内で申込書を配布受付します 

彩の国 21 世紀郷土かるたであそびながら、埼

玉の伝統文化や歴史に触れてみよう！ 

郷土かるたの経験者は大歓迎♪ 

初めてでも、ぜひやって 

みよう！ 

 

日時： 

第 1 回 1 月 10 日(金) 16:30～17:15 

第 2 回 1 月 24 日(金) 16:30～17:15 

会場：多目的ホール 1 

定員：なし 

費用：無料 

持ち物：なし。汚れても良い動きやすい服で。 

申込：不要（自由参加） 

   

 

どなたでも 

五感をやさしくしげきする部屋 
～スヌーズレン体験～ 

どなたでも 

あいぱれっとで蘇る おもちゃの病院 なんでも若者相談窓口 

毎月 5 日に開催♪ 

五感をやさしくしげきする部屋で、リラックス

体験しませんか？ 
※ 光の刺激で発作を起こしやすい方や小学生以下のお

子さんは、介助者・保護者の同伴が必要です。 

 

日時：12 月 5 日(木) 10:00～16:30 

定員：1 回 1 グループ最大 4 名 

費用：無料 

当日、総合案内にて先着順で体験可能な時間を

ご案内します。(体験時間 20 分／回) 

毎月第 4 日曜日に開催♪ 

大好きなおもちゃが動かない！そんな時には

おもちゃの病院へどうぞ。 

（電子機器類は取り扱いできません） 

 

日時：12 月 22 日(日) 10:00～12:00 

会場：多目的ホール 1 

費用：修理代無料・部品代実費。部品代の目安

は大体50～100円で最大500円です。 

申込：当日直接お持ちください。 

協力：浦和おもちゃの病院 

主に中高生から 30 代の方の悩み、困りごと

の相談をお受けしています。 

ご本人から、ご家族から、関係機関の方から

でも。直接来ていただいても、お電話でも相

談できます。土日祝も相談できます。 

土曜日の 13:00～20:00 は男性の相談員に

よる相談もできます。 

 

相談受付電話 048－829－7064 

受付時間：9:00～20:00（水曜日休館） 

 

※日程・時間などは変更になる可能性がありますので、あらかじめご承知おきください。詳細は、各チラシでご確認ください。 

≪お申込み・お問い合わせ先≫ さいたま市子ども家庭総合センター『あいぱれっと』 １階 指定管理者アイル・オーエンスグループ 

【電話】048-829-7043【FAX】048-832-0127【Web】http://i-palette.com●開館時間 9:00～20:00（水曜日・12/29～1/3 休館）● 

当日先着申込み 

要申込み 

乳幼児救急法 親子クッキング うんどうひろば 絵本の世界をたのしもう ハロウィーンパーティー 

あいぱれっと アルバム 

あいぱれっとごはん 

要申込み 要申込み 

先生の著書です！ 

要申込み 


