
あいぱれっとの小学生向け夏のイベントです。暑い夏を元気に楽しみましょう！
しょうがくせい む なつ あつ なつ げんき たの

●電話申し込みが必要なイベント（一部、窓口受付あり）
でんわ も こ ひつよう いちぶ まどぐち うけつけ

小川和紙で
ランプシェードをつくろう

おがわ わ し

7/26(火)１3：3０～１6：００

対象： 小学3年生～おとな

定員： 20名（抽選）

費用： 300円

会場： 多目的ホール1・2

申込： 7/10(日)～16(土)
電話または窓口

伝統工芸士より和紙のお話しを聞いた後
オリジナルのランプシェードをつくります。

対象： 小学4年生～中学生

定員： 20名（先着）

費用： 無料

講師： 東京大学 工学部教授 森田剛 氏
Green Semicon 代表 黒崎信之 氏ほか

会場： 多目的ホール1・2

申込： 7/2(土)～定員になり次第〆切
電話のみ受付

発見！
チョコレートのひみつ

はっけん

7/25(月)１0：3０～１1：3０

対象： 小学3～6年生

定員： 30名（先着）

費用： 無料

講師：（株）明治
管理栄養士 井口芽実 氏

会場： 多目的ホール1・2

申込： 7/8(金)～定員になり次第〆切
電話または窓口

クイズやワークでチョコレートができるま
でを楽しく学びます。

圧電教室 ① ②
あつでんきょうしつ

①7/23(土)

①②とも１4：3０～１6：0０

②8/6(土)

エレキギターをつくろう

ピカピカ光るうちわをつくろう

＊①か②どちらかの申込が可能、両方は不可

しょくひんリサイクル

かんきょうがくしゅう

あいぱれっと環境学習

対象： 小学生

定員： 30名（先着）

費用： 無料

講師：（株）アイル・クリーンテック
生産部 山口光正 氏

会場： 多目的ホール1・2

申込： 7/4(月)～定員になり次第〆切
電話のみ受付

7/29(金)１0：0０～１1：3０
あまった食品からひりょうや土をつくるこ
とをクイズやお話しで楽しくまなびます

7/29(金)１4：0０～１6：0０
アートで発信！いのちをふきこむような
オブジェをつくろう！

7/31(日) １0：0０～１1：45
画用紙等に自由に描いたり、好きな物を
使ってオリジナル絵本を手づくりしましょう。

てづくり絵本をつくろう
え ほん

対象： 幼児～小学生(低学年)

定員： 8組（先着）

費用： 無料

協力： アイル・埼玉伝統工芸協会グループ

埼玉伝統工芸会館

会場： 多目的ホール1

申込： 7/11(月)～定員になり次第〆切
電話または窓口

対象： 小学生～高校生

定員： 25名（随時メンバー募集中）

費用： 無料

講師： 地球市民学習「世界にめを向けよう～
私たちにできること」金子玲子＆仲間達

会場： 多目的ホール1・2

申込： 電話または窓口

対象： 2、3歳～小学生

費用： 無料

会場： 多目的ホール

申込： 不要

あいぱれっとSDGｓ
子どもプロジェクト

エスディージーズ

はじめての
ビーズワーク教室

きょうしつ

8/20(土)１0：0０～１1：30

はじめてでもOK！おはながらのブレスレット
とゆびわをつくります♪キラキラきれいなガ
ラスビーズでじぶんだけのさくひんをつくり
ましょう。

対象： 小学4年生～高校生

定員： 8名（抽選）保護者見学可

費用： 無料

会場： 多目的ホール1

申込： 8/4(木)～7(日)電話のみ受付

森のめいろと水のひみつきち

あいぱれっとアドベンチャー
もり みず

場所： 中庭

8/8(月)・9（火）

森のめいろ 水のひみつきち 水かけあそび

【きょだいダンボールめいろ】

時間： ・10：00～12：00

【ウォーターパーク】

・13：00～16：00

時間： ・10：00～11：30
・13：30～15：00

対象： 3歳～小学2年生 場所： はらっぱ

費用： 無料

申込： 不要

＊持ち物 タオル、ぼうし、水遊び道具

対象： どなたでも

＊持ち物 タオル、みずぎ、きがえ

申込：7/28(木)～31(日)

電話または受付。保護者の承認必要

定員： 1回6名(20分入替制)

＊日にちと午前・午後での申込み

＊8/2(火)当選者のみ連絡あり

回数： 午前(4回)午後(3回)
＊未就学児は
保護者同伴。

＊飲み物持参してね

＊7/19当選者のみ連絡有

＊持ち物…ふた付き飲み物、絵本にはりたいシールや切り抜き

（ 必要に応じて、着替え、水着、
ゴーグル、ビーチサンダル など ）

＊8/11(木)当選者のみ連絡有



●申し込み不要のイベント
もう こ ふよう

対象： 小学生

★ 利用できる場所

★ 新型コロナウィルス感染症の拡大防止にご協力ください（保護者のみなさまへ）
しんがた かんせんしょう かくだいぼうし きょうりょく ほごしゃ

りよう ばしょ

ばしょ りようできるじかん どんなところ？

つながりカフェ

（人数制限あり）

屋根付き運動場
や ね つ うんどうじょう

にんずうせいげん
9：00～20：00
（12：00～13：00 をのぞく）

9：00～17：00 （4月～9月）
（12：00～13：00 をのぞく）

9：00～16：00 （10月～3月）
（12：00～13：00 をのぞく）

テーブルとイスのせきがあるよ。

小学生むけのほんがたくさんあるよ

バスケットボールか、やわらかいボール
をもってきてあそべるよ。
ゴールポストは1つなので、ゆずりあっ
てあそんでね。

【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』 指定管理者アイル・オーエンスグループ

あいぱれっとHP

TEL ： ０４８－８２９－７０４３
受付時間 9：00～20：00（水曜日、12/29～1/3休館）さいたま市浦和区上木崎4丁目4番10号 １階

・ 小学生以上はマスク着用をお願いします。

・ 体調が悪いときには利用できません。37.5℃以上の熱がある方は入館できません。

・ 休校・学級閉鎖（またはそれに準ずる場合）のときには利用できません。

・ 館内で食事（スナック類を含む）はできません。

・ 密にならないよう人と人との距離（間隔）を十分とってください。

・ 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。

しょうがくせい いじょう ちゃくよう ねが

たいちょう わる りよう いじょう ねつ かた にゅうかん

きゅうこう がっきゅうへいさ じゅん ばあい りよう

かんない しょくじ るい ふく

みつ ひと ひと きょり かんかく じゅうぶん

じ じ しょうどく かい かくしせつ や ね つ うんどうじょう なかにわ へいさ

※掲載のイベントは変更になることがあります。必ずホームページやチラシで最新情報をご確認ください。

対象： 小学生以下

しょうがくせい

放課後子どもひろば
ほう か ご こ

定員： なし（混雑時は入場制限あり）

費用： 無料

紙芝居
かみ しば い

絵本の読み語り
えほん よ がた

7/8(金)・17(日)
8/12(金) ・21(日)

第2金曜日１６：００～１７：００
第3日曜日１3：3０～１6：００

卓球や風船バレー、お絵描きなど
たっきゅう ふうせん え か

①7/19(火) １4：3０～１5：００

費用： 無料

講師： ①③さいたま子ども文化研究所
②さいたま紙芝居研究会

会場： つながりカフェ

対象： 小学生以下

費用： 無料

担当： ①③子どもコンシェルジュ

会場： つながりカフェ

会場： 多目的ホール1・2

②8 / 2(火)
③8/16(火) １4：3０～１5：００

１0：3０～１1：００ ②8 / 4(木)
③8/18(木) １4：3０～１5：００

１0：3０～１1：００

①7/21(木) １4：3０～１5：００

講師： ②一茶良子とぱぴぷぺぽん♪

・ 入館時には必ず検温・手指消毒または手洗いをお願いします。
にゅうかんじ かなら けんおん てゆび しょうどく て あら ねが


