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日 月 火 水 木 金 土 

  

  

1 元日・休館日 2 休館日 3 休館日 4 
 

  
★はりねずみをつくろう 

11:00～ 

    

5 6 7 8 休館日 9 10 11 

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 

 

百人一首に挑戦！ 

10:00～11:30 

★紙芝居 

10:30～11:00 

 

 

★郷土かるた大会 

16:30～17:15 

パティシエになって

ケーキをつくろう 
①10:00～11:30 

対象：小１～３年生 
②13:00～14:30 

対象：小４～中高生年代 

12 13 成人の日 14 15 休館日 16 17 18 
 「ことばと文字への 

関心を育む」講演会 
13:30～15:30 

  ★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 

 

     

 

  

19 20 21 22 休館日 23 24 25 
 

 
★紙芝居 

14:30～15:00 

 
コンシェルジュといっしょ 

10:00～11:45 
 

★郷土かるた大会 

16:30～17:15 

 

 
     

 
 

 

26  27  28  29 休館日 30 31  

★おもちゃの病院 

10:00～12:00 

わらべうたを歌って
あそぼう 

10:30～11:15 
   

★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 

 

★あいぱれっと GAME 部  
14:00～17:00 

   

 

 
 

 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

●紙芝居 

1 月 7 日（火）10:30～11:00 

講師：さいたま紙芝居研究会 

1 月 21 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 

1 月 16 日（木）10:30～11:00 

講師：一茶良子とぱぴぷぺぽん♪ 

1 月 30 日（木）14:30～15:00 

講師：子どもコンシェルジュ 

※ 2月の絵本の読み語りは第 1週と第 3週

の講師が逆になります。時間は変わりま

せん。 

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＞ 

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～ 

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！ 

初めてでも、ぜひいっしょに 

やってみよう！ 

郷土かるたの経験者も大歓迎♪ 

 

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） 

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

おられる首藤久義先生にお話いただきます。 

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：受付中～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） 

 

1 月

号 NEWS 

『★』は 

事前申込不要です！ 

要申込み 

先生の著書！ 

さいたま市子ども家庭総合センター（あいぱれっと）指定管理者アイル・オーエンスグループ 一同 

本年もよろしくお願いいたします 



申込時点で 4か月～６か月の乳児と保護者対象 

わらべうたを歌ってあそぼう 

6 か月～未就園児と保護者対象 

ハワイアンリトミック 

2 歳～未就学児と保護者対象 

絵本の世界をたのしもう！ 

子守歌のように語りかけ、ゆったりとした時間

を楽しみます。（全３回ご参加できる方対象） 

 

日時：1 回目1 月 27 日(月) 10:30～11:15 

2 回目2 月 24 日(月) 10:30～11:15 

3 回目3 月 23 日(月) 10:30～11:15 

会場：多目的ホール 1 

定員：先着 10 組 

費用：無料 

申込：1 月６日（月）～定員になり次第〆切 

電話又は総合案内へ 

講師：浦和子どもの本連絡会 

親子で衣装を着て、音楽に合わせてフラダン

スのハンドモーションとステップで踊ります。 

 

日時：2 月 3 日(月) 10:30～11:30 

会場：多目的ホール 1 

定員：抽選 15 組 

費用：無料 

持ち物：汗拭きタオル、抱っこひも、 

ふた付きの飲み物 

申込：1 月 23 日(木)～1 月 25 日(土) 

電話又は総合案内へ 

講師：清水 悦子氏（ハワイアンリトミックインストラクター） 

朝香 裕子氏（ハワイアンリトミックインストラクター） 

想像してみよう！いろいろな言葉に触れてみ

よう！大型絵本や紙芝居を読みます。親子でた

のしい手遊びや身近なもので工作もやってみ

ましょう♪ 

 

日時：2 月 7 日(金) 10:00～11:00 

会場：多目的ホール 1 

定員：先着 10 組 

費用：無料 

持ち物：ふた付きの飲み物 

申込：1 月 9 日(木)～定員になり次第〆切 

電話又は総合案内へ 

講師：さいたま市よい本を読む運動推進員会 

小学 3～6 年生対象  

環境わごん～HONDA森の夢工房 

どなたでも 上映会＆対話 

“Most Likely To Succeed” なんでも若者相談窓口 

余った木材を使って、自由な発想でモノ作りを

します。楽しいネイチャークラフトを通じて森

のはたらきや大切さを学びます。 

 

日時：2 月 11 日(火・祝) 

10:00～11:30 

会場：多目的ホール 1 

定員：先着 30 名 

費用：無料 

持ち物：ふた付きの飲み物、持ち帰り用の袋 

申込：1 月 11 日(土)～定員になり次第〆切 

電話又は総合案内へ 
協力：HONDA 森の夢工房 

教育が変わろうとしている今、話題の課題解

決型学習（PBL）の実践で世界的な先駆者で

あるアメリカの高校のドキュメンタリー映画

を鑑賞後、「これからの学びの環境について」

対話します。 

日時：2月 15日(土) 14:00～16:30 

会場：多目的ホール 1 

定員：先着 50名 

費用：無料 

申込：1月 4日(土)～定員になり次第〆切 

電話又は総合案内へ 

ファシリテーター： 

西川正氏（NPO法人ハンズオン埼玉）  

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） 

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  

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：1 月 5 日(日)  

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：1 月 26 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 

あいぱれっとを一緒に作っていきませんか？ 

お気軽にご連絡ください。 

 

• 保育士・幼稚園の先生・学校の先生を

目指している方 

• 趣味・特技を活かしたい方！ 

• 子どもと遊ぶのが好きな方！ 

• 身体を動かすのが好きな方☆ 

• 子どもの居場所（多世代交流会食）に

興味がある方 

 

ボランティア担当メール：volunteer@i-palette.com 

電話：048-829-7043 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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）● 

要申込み 

要申込み 

子どもコンシェルジュ（ぱれっとひろばでピンクのエプロンをつけたスタッフです）が、牛乳パックや段ボ

ールを使って手作りしているおもちゃの一部をご紹介します。 

当日先着申込み 

要申込み 要申込み 

要申込み 

汚れてもよい 
服装で！ 

ぱれっとひろばの

床に線路がはりめ

ぐらされてます♪ 

「おおみやえき」には、

新幹線や機関車など

の車両がいっぱい♪ 

どれであそぶ？ 
乗用おもちゃも

手作り！ 

ウー！消防車に

なって出動だ！ 


