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令和 3 年 7 月 1 日発行

南側「まちの縁側」に
日よけのすだれを設置

≪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。詳細は、ホームページ、各チラシででご確認ください。

日

月

火

水

木

金

1

『★』は
事前申込不要です！
5
6
7 休館日
紙芝居
ほっぺっぺひろば
10:30～11:00
10:00～11:50
13:10～15:00

4

11
12
みんなで演劇ワークショップ
13:30～15:30

13

14 休館日

18

20

21 休館日

19

紙芝居
14:30～15:00
25

26

27

2

土
3

絵本の読み語り
★放課後子どもひろば だっことおんぶ
10:30～11:00
16:00～17:00
10:00～11:30
世界の国の旗を作ろう
世界の国の旗を作ろう
13:30～15:50
13:30～15:50
8
9
10
手押し車であそぼう
★放課後子どもひろば
9:30～11:30
16:00～17:00
13:30～15:30
15
★絵本の読み語り

16
17
★放課後子どもひろば 探査機を宇宙に飛ばそう
16:00～17:00
①13:30～15:00
14:30～15:00
②15:30～17:00
★本の POP を作ってみよう
（中高生）14:00～17:00
22 海の日
23 スポーツの日
24
手押し車であそぼう
★放課後子どもひろば ことばでビンゴ！
9:30～11:30
16:00～17:00
13:30～14:30
13:30～15:30

28 休館日

29

30

31

しょくひんリサイクル
★放課後子どもひろば
10:00～11:30
16:00～17:00

★おもちゃの病院
10:00～12:00
★GAME 部（中高生）
14:00～17:00

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

生後 2～6 か月の乳児とその保護者対象

だっことおんぶ

要申込み

体の負担の少ない、正しいだっこの仕方と簡単
なおんぶの仕方を講習します。はじめての育児
に取り組むお母さん、お父さん、ご一緒に楽し
く学びましょう！
日時：7 月 3 日(土) 10:00～11:30
会場：多目的ホール 1
定員：5 組（先着順）
費用：無料
持ち物：ふた付きの飲み物、だっこひも、
兵児帯（持っている方）
申込：6 月 26 日(土)～定員になり次第〆切
総合案内または電話
講師：大井 貴美子氏（看護師・あいぱれっとボランティア）

どなたでも

世界の国の旗を作ろう

要申込み

未就学児とその保護者対象

ほっぺっぺひろば

えのぐやクレヨンをつかって、国旗を作るよ♪ 少人数の遊びのひろばです。発達に不安のあ
る方もどなたでも自分のペースで楽しんでく
日時：7 月 1 日(木), 3 日(土) 13:30～15:50 ださい。おもちゃの貸し出しもあります。
20 分入れ替え制
日時：7 月 5 日(月) 午前 10:00～11:50
会場：多目的ホール 1
午後 13:10～15:00
定員：各回 8 名（未就学児は保護者同伴）
会場：多目的ホール
費用：無料
定員：各 10 組（先着順）
費用：無料
持ち物：ふた付きの飲み物
持ち物：ふた付きの飲み物、上履き（必要な方）
申込：当日会場で受付
申込：6 月 26 日(土)～定員になり次第〆切
よごれても良い
電話のみ
服装で来てね
共催：ほっぺっぺおもちゃ図書館
協力：浦和トイライブラリ―おもちゃ箱
ぐーちょきぱーてぃー
伝い歩きやよちよち歩きの乳幼児対象

●紙芝居

要申込み

●絵本の読み語り

7 月 6 日(火) 10:30～11:00
会場：多目的ホール 1
講師：さいたま紙芝居研究会

7 月 1 日(木) 10:30～11:00
会場：多目的ホール 1
担当：一茶良子とぱぴぷぺぽん♪

7 月 20 日(火) 14:30～15:00
会場：多目的ホール 1
講師：さいたま子ども文化研究所

7 月 15 日(木) 14:30～15:00
会場：多目的ホール 1
担当：子どもコンシェルジュ

※ 無料。当日総合案内で整理券配布、先着順８組

要申込み

手押し車であそぼう

要申込み

7 月 8 日(木)、22 日(木)
9:30～11:30、13:30～15:30
30 分入れ替え制 午前・午後各 4 回
会場：多目的ホール 1
費用：無料
申込：当日総合案内で整理券配布
5/2７の写真より
先着順 5 組／回
担当：子どもコンシェルジュ

小学 4 年生～中学生対象

要申込み

みんなで演劇ワークショップ

小学生（２年生以上）対象

要申込み

小学生対象

みんなでまなぼう

要申込み

ことばで Bingo（ビンゴ）！ しょくひんリサイクル

応用演劇の手法を使って、想像したり、想いを
伝えたりして表現を楽しみましょう♪
日時：7 月 11 日(日) 13:30～15:30
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、
汚れてもよい服装、
汗ふきタオル
申込：受付中～定員になり次第〆切
電話のみ

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：7 月 24 日(土) 13:30～14:30
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：7 月 4 日(日)～定員になり次第〆切
電話のみ

日時：7 月 29 日(木) 10:00～11:30
会場：多目的ホール 1・2
定員：30 名(先着順)
費用：無料
持ち物：ふた付きの飲み物、
申込：7 月 11 日(日)～定員になり次第〆切
電話のみ

講師：All Alive Project 埼玉

講師：髙島 達郎氏(あいぱれっとボランティア)

講師：山口 光正氏（㈱アイル・クリーンテック）

小学生とその保護者対象 家族で楽しもう！

要申込み

アナログゲームワークショップ

おうち時間に家族で楽しめる「アナログゲー
ム」が注目されています。ゲームを通じて、親
子のコミュニケーションを楽しみませんか？
日時：8 月 1 日(日) 13:30～15:30
会場：多目的ホール 1・2
定員：20 名 (先着順)
費用：無料
持ち物：ふた付きの飲み物
申込：7 月 10 日(土)～定員になり次第〆切
電話のみ
講師：出垣 徹也氏（ブックデポ書楽）
小学生対象

小学 3～6 年生対象

Light Drawing

資源の有効利用、環境保護について、クイズやお
話をまじえて、わかりやすく楽しく学べます。

要申込み

ひかりでえがこう

時間をかけシャッターをきると、光を写真に
とることができます。工夫してうごき、自分
だけの光の絵をえがきましょう。
※保護者同伴またはお迎え必須です。
日時：8 月 2 日(月) 18:30～19:45
会場：多目的ホール 1・2
定員：15 名(先着順)
費用：500 円
持ち物：ふた付きの飲み物
申込：7 月 17 日(土)～定員になり次第〆切
電話のみ

講師：浅見 俊哉氏（写真家）

あいぱれっとでは、現在新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため、入館時の検温・
消毒をはじめ、人数制限や館内換気・消毒
時間を設けるなどの特別な運用を行ってい
ます。
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
前に必ずご確認ください。
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。

要申込み

あいぱれっとチャレンジパーク

いろいろな素材をつかって、花火を表現して
みよう！空とぶおもちゃの工作もあるよ♪
日時：8 月 9 日(月) 13:30～15:00
会場：多目的ホール 1
定員：12 名（抽選）費用：無料
持ち物：ふた付きの飲み物、汚れても良い服
申込：7 月 22 日(木)～7 月 27 日(火)
電話のみ
結果は 7 月 31 日（土）当選の方のみにご連絡します。

厳正な審査の結果、栗原愛佳さん（針ヶ谷小 5
年）考案の「パステル」に決定しました。ご応募
くださったみなさん、ありがとうございました。
あいぱれっとの「あい」から「ハート」をイメージして、耳とほっ
ぺと舌をハートにしました。気分や気持ちによっておなかのパ
レットと筆の形のしっぽの先の色が変わります。チャームポイン
トは赤いベレー帽です。（栗原愛佳さん応募時のコメントより）

あいぱれっとアルバム

パステル

なんでも若者相談窓口

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
5/15 の植え付け時には

こんな小さな苗でした

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

かわいい実！

る相談もできます。
★来所相談は事前にお電話を。
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、ホームページ、各チラシででご確認ください。

≪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』

【電話】048-829-7043【FAX】048-832-0127【Web】https://i-palette.com/

１階 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）●

