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1
★おひなさまをつくろう
11:00～

火

指定管理者アイル・オーエンスグループ
●開館時間 9:00～20:00（水曜日休館）●

水

木

3
4 休館日
離乳食講座
10:00～11:30
★紙芝居
10:30～11:00

金

土

5

6
7
五感をやさしくしげきする部屋 ★小学生の遊びスペース
15:30～17:00
～スヌーズレン体験～
10:00～16:30
★絵本の読み語り
10:30～11:00
12
13
14
★放課後子どもひろば
うんどうひろば
10:00～11:00
15:30～17:00

新型コロナウイルス感染症拡大予防のた
め、3 月のあいぱれっと主催の講座・イベン
トはすべて中止とさせていただきます。
開館はする予定です(2/28 15 時現在）。

8
9
ボランティア交流会
10:00～11:00

10

15

17
18 休館日
★紙芝居
14:30～15:00

16

11 休館日

19
20 春分の日
21
★絵本の読み語り
★小学生の遊びスペース
14:30～15:00
15:30～17:00

多世代交流会食・子ども食堂の活動紹介展示 3/14～3/31
22
23
24
★おもちゃの病院
わらべうたを歌って
10:00～12:00 あそぼう
10:30～11:15
★あいぱれっと GAME 部
14:00～17:00
29
30
★卒業＆進級パーティー
16:00～18:00

25 休館日

26

27
28
★昔あそびひろば
16:00～17:00
あいぱれっと展

31

『★』は

ゴールデンウィークの予定

事前申込不要です！

4/29（水）開館 4/30（木）休館
5/1（金）～5/6(水)開館 5/7（木）休館

あいぱれっと展
※日程・時間などは変更になる場合がありますので、あらかじめご了承願います。詳細は、HP、各チラシでご確認ください。
どなたでも

五感をやさしくしげきする部屋

当日先着申込み

あいぱれっとボランティア登録者対象

ボランティア交流会

要申込み

小学 1～3 年生対象

要申込み

うんどうひろば

～スヌーズレン体験～
毎月 5 日に開催♪
あいぱれっとボランティア登録者の交流会で 風船を使って、みんなで楽しくできる運動を考
五感をやさしくしげきする部屋で、リラック す。今年度の活動を振り返り、来年度のあいぱ えて、やってみよう♪
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 れっとの活動に活かしていくための話し合い 運動が苦手な子もきてね！
と、ボランティア同士やスタッフとの交流を 日時：3 月 14 日（土）10:00～11:00
お子さんは、介助者・保護者の同伴が必要です。
深める場を設けました。
会場：多目的ホール 1・2
日時：3 月 5 日（木） 10:00～16:30
費用：無料
定員：1 回 1 グループ最大 4 名
汚れてもよい、
動きやすい服で
日時：3 月 8 日（日） 10:00～11:00
定員：先着 20 名
費用：無料
持ち物：ふた付きの飲み物♪
申込：当日、総合案内にて受付。先着順で体験 会場：調理室
費用：無料
申込：3 月 1 日（日）～定員になり次第〆切
可能な時間をご案内します。(体験時間 20 分／回)
申込：ボランティア担当まで。
電話又は総合案内へ
どなたでも

先着提出

どなたでも

どなたでも

おもちゃの病院

桜の絵を描こう

あいぱれっと展

桜の絵を描いた作品を募集します！
応募いただいた作品は、つながりカフェに展示します。

令和元年度の「あいぱれっと」 毎月第 4 日曜日に開催♪
の事業をまとめてご紹介する 大好きなおもちゃが動かない！そんな時にはお
展示コーナーを設置します。 もちゃの病院へどうぞ。プラレールコーナーに
も遊びにきてね！
展示期間：3 月 28 日（土）～ （電子機器類は取り扱いできません。）
3 月 29 日（日）
日時：3 月 22 日（日） 10:00～12:00
展示会場：つながりカフェ
会場：多目的ホール 1
費用：修理代無料・部品代実費。部品代は最大
でも 500 円程度です。
申込：当日直接お持ちください。
協力：浦和おもちゃの病院

用 紙：総合案内で 3 月 23 日（月）～配布 絵と引き換えに
プレゼントがあ
提出先：総合案内（先着 100 名様）
るよ♪
展示期間：4 月 2 日（木）～4 月 7 日（火）
展示会場：つながりカフェ
※提出していただいた絵の返却はできません。

あいぱれっとで蘇る

小学生対象

金曜日の夕方はあいぱれっと
で遊ぼう！＜自由参加＞

●紙芝居
3 月 3 日（火）10:30～11:00
講師：さいたま紙芝居研究会
3 月 17 日（火）14:30～15:00
講師：さいたま子ども文化研究所

金曜日の放課後は、毎週あいぱれっとの多目
的ホールを開放しています。
第 2・第 4 金曜日は地域のボランティアの方
もいらしてくださいます。運動や宿題、工作、
カードゲームやボードゲーム、折り紙、お絵
かきなどしながら、放課後を楽しく過ごしま
しょう！
3 月 13 日（金） 放課後子どもひろば
時間：15:30～17:00

●絵本の読み語り
3 月 5 日（木）10:30～11:00
講師：一茶良子とぱぴぷぺぽん♪
3 月 19 日（木）14:30～15:00
講師：子どもコンシェルジュ

3 月 27 日（金） 昔あそびひろば
時間：16:00～17:00
中高生年代対象

なんでも若者相談窓口

多世代交流会食・
子ども食堂の活動紹介

卒業＆進級パーティー

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。

卒業・進級を迎えて、生活も一区切りですね。
みんなでゲームをしたり、お菓子を食べたり

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。

して楽しく交流しよう！学校や年齢の枠を超
えたつながりをつくるチャンスです♪
日時：3 月 29 日（日） 16:00～18:00
会場：中高生活動スペース
費用：無料

相談受付電話 048－829－7064
受付時間：9:00～20:00（水曜日休館）

≪令和 2 年度≫
申込時点で 1 歳半～2 歳の幼児と保護者対象

要申込み

小学生対象

要申込み

幼児食教室

かけっこ教室

幼児食は、三食の食事から栄養を取ることを
目指します。さらに、食事の楽しさ、マナー、
味覚などを身につける大切な時期です。実際
に試食しながら学びましょう。
日時：4 月 14 日（火） 10:00～12:00
会場：調理室
定員：抽選 6 組
費用：500 円
持ち物：エプロン、三角巾
申込：3 月 24 日（火）～3 月 27 日（金）
電話又は総合案内へ
講師：関根 敦子氏（管理栄養士）
※アレルギー対応はありません。

はしりかたのコツをならって、運動会でかっ
こよく走ろう！かけっこ苦手な子、集まれ
～！
日時：4 月 19 日（日） 10:00～11:00
会場：はらっぱ
雨天時は多目的ホール 1
定員：先着 20 名
費用：無料
持ち物：ふた付きの飲み物、汗ふきタオル、帽子
申込：3 月 20 日（金）～定員になり次第〆切
電話又は総合案内へ
講師：体操教室 cheese 千葉 朋裕氏

申込時点で 4 か月～６か月の乳児と保護者対象

要申込み

わらべうたを歌ってあそぼう

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。（両日参加できる方対象）
日時：①4 月 27 日（月） 10:30～11:15
②5 月 25 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：4 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

新型コロナウイルスに対する指定管理者主催の
講座・イベント開催に関する対応について
日頃より、市民の多くの方々に、あいぱれっとをご利用いただき誠にありがとうございま
す。
あいぱれっとで開催する自主事業の講座・イベント等につきまして、今後のウィルス感染の
状況や、さいたま市および関係機関からの指示・要請に基づき開催の中止又は延期の対応とさ
せていただく場合がございます。ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますがご了承の
程お願いいたします。
適宜、館内掲示板やホームページにてご案内してまいりますので、ご利用者におかれまして
は、何卒、ご理解いただきますようお願いいたします。
また、来館中に関してもこまめな手洗い、マスクの着用、手指消毒等にご協力いただきたく
あわせてお願いいたします。
あいぱれっと 総括責任者

4 月に小学校入学を迎える方へ
『ぱれっとひろば』は、未就学児とそ
の保護者の方が利用可能となってお
り、4 月から小学校に入学するお子さ
んは、4 月 7 日（火）が最終利用期限
です。
最終利用日とお申し出いただくと、記
念として利用者カードに ㊗ 卒業シー
ルを貼ってお渡しします♪

※日程・時間などは変更になる場合がありますので、あらかじめご了承願います。詳細は、HP、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（水曜日休館）●

