
 

 

 

 

 

 

 
≪発行≫ 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 

【住所】〒330-0071 さいたま市浦和区上木崎 4-4-10 1 階 

【電話】048-829-7043 【FAX】048-832-0127 【Web】https://i-palette.com ●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、ホームページでご確認ください。 

日 月 火 水 木 金 土 
 

 1 2 休館日 3 4 5 

  ★紙芝居 

10:30～11:00 

★絵本の読み語り 

10:30～11:00 

★放課後子どもひろば 

16:00～17:00 

 

 
 離乳食講座 

～みんなでもぐもぐ 
①9:45～②11:00～ 

 
 

6 7 8 9 休館日 10 11 12 

 ほっぺっぺひろば 

①10:00～②13:10～ 

   ★手押し車であそぼう 
9:30～11:00 

★放課後子どもひろば 

16:00～17:00 

ことばでビンゴ！ 
14:00～15:00 

          

13 14 15 16 休館日 17 18 19 
 ハワイアンリトミック 

10:30～11:30 

★ダブルケアカフェ 

10:00～12:00 
  

 ★放課後子どもひろば 

16:00～17:00 

クリスマスパーティー 

14:00～15:00 

  ★紙芝居 

14:30～15:00 
    

20 21 22 23 休館日 24 25 26 

★デュエマ交流会 

(中高生)15:00～17:00 

★絵本の読み語り 

14:30～15:00 

   ★手押し車であそぼう 

9:30～11:00 

★放課後子どもひろば 

16:00～17:00 

★あいぱれっとGAME 部 

(中高生)15:00～17:00 

27 28 29 休館日 30 休館日 31 休館日 

年末年始休館：1月 3日まで 

1月 4日（月）より通常開館 

★おもちゃの病院  

10:00～12:00 

 
      

        

※日程・時間などは変更になる可能性があります。詳細は、HP、各チラシでご確認ください。 

 

 

 

●紙芝居 
 

12 月 1 日(火) 10:30～11:00 

講師：さいたま紙芝居研究会 

 

12 月 15 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 3 日(木) 10:30～11:00 

講師：一茶良子とぱぴぷぺぽん♪ 

 

12 月 21 日(月) 14:30～15:00 

担当：子どもコンシェルジュ 

 

最新の情報は、ホームページで随

時お知らせしますので、ご利用やお

問い合わせの前にご確認ください。 

ホームページは、「さいたま市子

ども家庭総合センター」や「あいぱ

れっと」で検索するかQRコードで

アクセスできます。 

お電話での各講座の

お申し込みやお問い合

わせの受付時間は、

9:00～20:00です。 

未就学児とその保護者対象 

ほっぺっぺひろば 

小学生対象 

ことばでビンゴ！ 

6 か月～未就園児と保護者対象 

ハワイアンリトミック 

少人数のあそびのひろばです。自分のペースで

のんびりあそびましょう。障害等の有無にかか

わらず、ご参加いただけます。毎月第 1 月曜日

に開催。おもちゃの貸出もできます（次回まで

に返却）。 

日時：12 月 7 日(月)  

①10:00～11:50 ②13:10～15:00 

会場：多目的ホール 1 

定員：各 10 組(先着順)  費用：無料 

持ち物：ふた付きの飲み物 

申込：11 月 28 日(土)～定員になり次第〆切 

電話のみ 

共催：浦和トイライブラリ―おもちゃ箱 

数字のかわりに「ことば」を使ったビンゴゲー

ムで、楽しくあそびながらいろんなことばを

覚えよう！ 

 

日時：12 月 12 日(土) 14:00～15:00 

会場：多目的ホール 1 

定員：20 名(先着順) 

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 

   電話のみ 

講師：髙島 達郎氏(あいぱれっとボランティア) 

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：12 月 14 日(月) 10:30～11:30 

会場：多目的ホール 1 

定員：10 組（抽選） 

費用：無料 

持ち物：ふた付きの飲み物、抱っこひも、 

動きやすい服装 

申込：12 月 5 日(土)～12 月 7 日(月) 

電話又は総合案内へ 

結果は 12 月 8 日（火）当選の方にご連絡します。 

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） 

 

令和 2年 12月 1日発行 

12 
 

令和 2年度 

（２０２０） 

 
ボランティアによる 

季節の折り紙 

『★』は 

事前申込不要です！ 

※ 開催場所は、当日の掲示でご確認ください。 

要申込み 要申込み 要申込み 

自由参加・どなたでもどうぞ♪ 



ダブルケアをしている方対象 

ダブルケアカフェ＠あいぱれっと 

小学生対象 

クリスマスパーティー 

どなたでも 

あいぱれっとで蘇る～おもちゃの病院 

子育てと介護、子育てと障害児のケアなど、同

時並行でケアを行っている方同士の交流の場

です。気軽に集まってお喋りしませんか？ 

 

日時：12 月 15 日(火) 10:00～12:00 

会場：多目的ホール 1 

申込：不要。出入り自由。（お子さん同伴の場合は

事前にお知らせください。） 

定員：なし 

費用：無料 

共催：浦和区地域包括支援センターかさい医院 

浦和区北部第一地区社会福祉協議会 

協力：浦和区地域包括支援センタージェイコー埼玉 

   さいたま市社会福祉協議会 

英語のクリスマスソングに

あわせて、チアダンス♪は

じめてでもだいじょうぶ！

クリスマスをたのしみまし

ょう！ 

 

日時：12 月 19 日(土) 14:00～15:00 

会場：多目的ホール 1 

定員：12 名(先着順、保護者見学不可) 

費用：無料 

持ち物：ふた付きの飲み物、動きやすい服装 

申込：11 月 29 日(日)～定員になり次第〆切 

電話のみ 

講師：川崎 静氏（英語講師／通訳・翻訳家） 

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。おもちゃドクター

たちが得意の技能を駆使して修理にあたりま

す。（電子機器類は取り扱いできません） 

 

日時：12 月 27 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。 

部品代は最大 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 

小学生対象 

放課後子どもひろば 
 

 
なんでも若者相談窓口 

毎週金曜日に開催♪ 

あいぱれっとで、放課後を楽しく過ごしまし

ょう。1 人で来ても大丈夫だよ！ 

日時：金曜日 16:00～17:00 

会場：つながりカフェ(または多目的ホール) 

費用：無料 

持ち物：チャレンジ up さいたまスタンプ帳、 

筆記用具、ふた付きの飲み物 

申込：自由参加 

放課後子どもひろばでは、担当するあいぱ

れっとスタッフの特技や趣味も活かして、

遊びや学びのメニューを用意しています。 

 

●最近の主な内容● 

10/9 ：てんつなぎ・迷路・学習プリント 

10/16 ：ビスケットプログラミング 

10/23 ：スライムの実験 

10/30 ：ハロウィン・ゲーム 

11/6 ：卓球・風船バレー 

11/13 ：ペーパー芯でリース作り 

 

 

 

 

 

主に中高生から 30 代の方の悩み、困りご

との相談を専門の相談員がお受けしていま

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。 

土曜日の午後は、男性の相談員による相談

もできます。 

★ご予約不要です。 

 
 

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。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】https://i-palette.com ●開館時間 9:00～20:00（水曜日休館）● 

11/14 新聞工作 

来館時の注意 

 体調が悪いときには来館を控えて

ください。37.5℃以上の熱があ

る方は入館できません。 

 マスクを必ず着用してください。

(小学生以上) 

 他の来館者との身体的・物理的距

離の確保に努めてください。 

 手洗い・手指消毒をしてください。 

 12 時～13 時は消毒のため 1 階

各施設、屋根付き運動場・中庭を

閉鎖します。12 時までにロッカー

内等にある私物をお持ちになり、

館外へ退去してください。 

 混雑時は、ぱれっとひろば、つなが

りカフェの入場制限を行います。 

11/2 とびきりのポーズを 

描こう 
11/6 あいぱれっとごはん 

11/15 ベビーとパパのふれあい体操 

11/8 ハロウィーンパーティー 

11/3 ブロックであそぼ！ 

あいぱれっとアルバム 

10/26 わらべ歌をうたってあそぼう 

要申込み 

毎週あいぱれっと

で、スタンプをた

めよう♪ 


