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令和 3 年 12 月 1 日発行

日

月

火

水

木

1 休館日

『★』は

2

金

3

★絵本の読み語り
10:30-11:00

事前申込不要です！
8 休館日

9

メッセージを運ぶ
「パステル」号

土

4
クリスマスリース
をつくろう
10:00-11:30

5

6

7

★放課後子どもひろば
13:30-16:00

ほっぺっぺひろば
10:00-11:50
13:10-15:00

紙芝居
10:30-11:00
離乳食講座
①9:45②11:00

10

12

13

14

15 休館日

16

17

18

クリスマスカードで
国際交流
10:00-12:00

ハワイアンリトミック
10:30-11:30

19

20

21

22 休館日

23

24

25

★放課後子どもひろば
13:30-16:00

★絵本の読み語り
14:30-15:00

★ダブルケアカフェ
10:00-12:00
紙芝居
14:30-15:00

26

27

28

★おもちゃの病院
10:00-12:00
★GAME 部（中高生）
13:00-16:00

工作講座
10:00-11:30

手押し車であそぼう
9:30-11:30
13:30-15:30

11
プログラミング
「クリスマスアート」
14:00-15:00

手押し車であそぼう
9:30-11:30
13:30-15:30

29 休館日

30 休館日

31 休館日

年末年始休館 12/29（水）～1/3（月）

掲載の講座やイベントは変更・中止になる場合があります。ホームページや館内掲示等で最新情報をご確認ください。

■あいぱれっと 1F の運用状況
11 月２５日現在の運用予定は下表の通りです。新型コロナウイルス感染症拡大等の状況により変更になる場合もあり
ますので、ご来館の際にはホームページや館内掲示などでご確認ください。

1F 施設等

運用
人数制限あり
・子ども 1 名につき大人 1 名まで（9:00-17:00）
・最大 80 名まで＊２
（詳しくは、ホームページをご確認ください）

9:00-20:00＊１
※滞在時間は 90 分を目安に

つながりカフェ

人数制限あり（食事・おやつ不可）
離乳食のみ専用エリアで可

9:00-20:00＊１

屋根付き運動場

通常通り（ボール等貸し出しはなし）

9:00-16:00＊１

中高生活動スペース

人数制限あり（食事・おやつ不可）

9:00-20:00＊１

なんでも子ども相談

通常通り

平日
土・日・祝

なんでも若者相談

通常通り

9:00-20:00

ぱれっとひろば
(乳幼児の遊び場）

10:30-最終受付 18:30
9:00-最終受付 16:30

*1 12:00-13:00 は消毒・換気・清掃等のため利用できません。 *2 10 月 31 日より変更になりました。
※ 貸館施設は、定員の 50％の人数制限となっています。詳しくはホームページをご確認ください。

■これからの講座／イベント情報
掲載の事業は変更・中止になる場合があります。ホームページや館内掲示等で最新情報をご確認ください。各事業
の申込電話の受付時間は 9:00～20:00（休館日を除く）です。
12/7(火)①9:45- ②11:00-

12/6(月)①10：00- ②13:10-

ほっぺっぺひろば
～おもちゃ図書館～

無料

事前
申込

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
スで楽しんでください。おもちゃの貸
し出しもあります（次の開催日まで借
りられます）。
未就学児と保護者／先着各１０組
申込：11/26（金）～電話のみ
●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

離乳食講座
～みんなでもぐもぐ～

無料

12/11(土)14:00-15:00
事前
申込

初期から後期まで、成長段階にあわ
せて、「おかゆ」の量、固さ、見た目な
どを試食を通して学びます。
※ 時間帯は月齢に合わせるため、
主催者が決めさせていただきま
す。

プログラミング講座
楽しいクリスマスアート

無料

事前
申込

お絵描きプログラミング言語ビスケッ
トを使って、クリスマスのすてきなア
ートを描いてみよう♪
小学 1‐3 年生／先着 12 名
申込：11/27(土)～ 電話のみ

0 歳児の保護者／抽選 8 名（4 名×2 回）
申込：11/25（木）～12/2（木）
電話または窓口
当選発表 12/3（金）
●講師／関根 敦子氏（管理栄養士）

12/12(日)10:00-12:00

クリスマスカードで
国際交流

12/13(日)10:30-11:30
無料

事前
申込

習字で海外のおともだちにクリスマス
カードを書いて送り交流しましょう。

12/21(火)10:00-12:00

ハワイアンリトミック
無料

事前
申込

親子でハワイアンの衣装を着て踊り
ます。南半球の Xmas の気分で♪

小学 3～6 年生／先着 10 名
申込：11/28（日）～電話のみ

6 か月～未就園児と保護者／抽選
10 組
申込：12/3（土）～5（月） 電話のみ
●講師／川崎 静氏（英語講師・通訳・
当選発表 12/6（月）
翻訳家）
●講師／清水 悦子氏、古賀 彩香氏
（ハワイアンリトミックインストラクター）

ダブルケアカフェ
＠あいぱれっと

無料

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。気軽にお喋りし
ませんか？
ダブルケア当事者／申込不要
※ お子さん同伴の場合は事前にお
知らせください。
●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

12/27(月)10:00-11:30

1/9(日)①10:00- ②14:00-

～ あいぱれっとチャレンジパーク ～

工作講座

無料

事前
申込

はごいたをつくって
あそぼう

無料

事前
申込

輪ゴムを動力にして走る車や高く飛ぶ
プロペラを作ってみよう！

オリジナルのはごいたを作って、みん
なであそぼう！

小学生（1, 2 年生は保護者同伴）／先
着１２名
申込：12/12（日）～電話のみ

4 歳～小学生（幼児は保護者同伴）／
各先着１6 名
申込：12/13（月）～電話のみ

ゲーム大会で
おみやげ
ゲット♪

お申込み・お問い合わせは

受付時間:
9:00～20:00
（休館日を除く）
場所や持ち物などの詳細
は、ホームページや館内チ
ラシでご確認ください。

定期開催の催し
紙芝居

第１火曜 午前／第３火曜 午後

12/7(火)10:30～11:00
●講師／さいたま紙芝居研究会

絵本の読み語り

午前 第１木曜
午後 偶数月 第３月曜
奇数月 第３木曜

第２・第４木曜 午前・午後各４回
３０分入れ替え制

12/９（木）、23（木）
12/2（木）10:30-11:00

12/21(火)14:30-15:00

●講師／一茶良子とぱぴぷぺぽん♪

●講師／さいたま子ども文化研究所

12/20（月）14:30-15:00
●担当／子どもコンシェルジュ

乳幼児／先着８組
申込：当日総合案内で整理券配布

手押し車であそぼう

乳幼児／先着８組
申込：当日総合案内で整理券配布

9:30-、13:30伝い歩きやよちよち歩きの 乳幼児／

各先着 5 組
申込：当日総合案内で整理券配布
●担当／子どもコンシェルジュ

おもちゃの病院

放課後子どもひろば

GAME 部

第 4 日曜 10：00-12:00

第 1・第 3 日曜 13：30-16：00
（１０月～３月、休止の場合あり）

第４日曜 13：00-16：00

12/５(日)、1２/19(日)

13:00-16:00

12/26(日)

12/26（日）
10:00-12:00

13:30-16:00

※ 部品代（500 円以内）がかかる
場合があります。
ご家庭のおもちゃの修理希望者
申込：不要
●協力／浦和おもちゃの病院

広いホールで、卓球、風船バレーな
ど、楽しく過ごそうね。

多目的ホール 2 で開催（定員 30 名）
手持ちのゲームを大きなスクリーン
で楽しもう！カードゲーム・アナロ
グゲーム・卓球も!?

小学生／自由参加
中高生年代／自由参加

●なんでも若者相談窓口
主に中高生から 30 代までの方の悩み、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。
★来所相談は事前にお電話を。

11/14（日）、15（月）に３周年を記念した「あいぱれっと３周年フェス」を開催しました。両日合わせて約 500 名の
方にご来場いただきました。参加者の皆さん、運営スタッフとして参加した「あいぱれっとボランティア」の方々、協賛
者の方々、ありがとうございました。

…… 準備の様子 ……

■協賛（五十音順）
㈱ヤオコー 浦和上木崎店様
みな風こども食堂様
協賛品をご提供いただき、参
加した方々へプレゼントしまし
た。ありがとうございました。

これからも
よろしくね
3 周年記念
マスコットキャラクター
「パステル」

≪お申込み・お問い合わせ先≫

あいぱれっと HP

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
【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）●

