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≪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 月 火 水 木 金 土 

   1 休館日 2 3 4 

 ★絵本の読み語り 
10:30～11:00 

 
  

 
 

 

5 6 7 8 休館日 9 10 11 
スヌーズレン体験 

9：30～15：30 
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 
9:45～10:45 
11:00～12:00 

  

手押し車であそぼう 
9:30～11:30 

13:30～15:30 

 ソーラーライトを 
手作りしよう！ 

14:00～15:30 

12 13 14 15 休館日 16 17 18 
わくわく親子運動会 

10:00～11:00 
  

   
★絵本の読み語り 

14:30～15:00 

 
K-Pop Workshop 

(中高生) 
14:30～16:30 

19 20 21 春分の日 22 休館日 23 24 25 
SDGｓ子どもプロジェクト 

10:00～11:30 
★放課後子どもひろば 

13:30～16:00 

 ★紙芝居 
14:30～15:00 

  

手押し車であそぼう 
9:30～11:30 

13:30～15:30 

 
 

 
 

26 27 28 29 休館日 30 31  
★おもちゃの病院 

10:00～12:00 
★GAME部+(中高生) 

13:00～16:00 

   スヌーズレン体験 
9:30～17:30 

 

※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。  

 

■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で最新情報をご確認ください。各事業の申し込み電話の受付時間は9:00～２０：００（水曜休館日

を除く）です。 

3/7（火）9：45-10：45/11：00-12：00 

離乳食講座 
～みんなでモグモグ～ 

3/12（日）10:00-11:00 

わくわく親子運動会 

3/18（土）14：30-16：30 

K-POPのカバーダンスに挑戦してみよう 

K-Pop Workshop 

初期から後期までの主食である「おかゆ」の量、固さ等を

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。 

 

●対象：0歳児の保護者 

●会場：調理室 

●定員：各回4名（抽選） 

●申込：受付中～2/28（火） 

     電話または総合案内 

     当選連絡3/2（木） 

●講師：関根 敦子氏（管理栄養士） 

リレー、大玉ころがし、玉入れ、玉投げなどチームに分れて

いろいろな競技を行います。親子で楽しく体を動かしまし

ょう！ 

 

●対象：2歳～小学 3年生と保護者 

●会場：多目的ホール 1・2 

●定員：15組（先着） 

●申込：2/25（土）～定員に達する迄 

電話のみ 

●講師：特定非営利活動法人 親子体操連盟 

初めてダンスを踊る子に合わせて優しく、楽しく教える

ので安心して参加してくださいね！ 

今回は【NewJeans-OMG】のサビを踊ります。 

 

●対象：中高生年代+新中学1年生（現小学6年生） 

●会場：中高生活動スペース内ダンススタジオ 

●定員：6名（先着） 

●申込：受付中～定員に達する迄 

 中高生活動スペース窓口または電話 

 （12：00～13：00は受付できません） 

●講師：kanaco 

3/19（日）10：00-11：30 

あいぱれっとSDGｓ子どもプロジェクト 

SDGsワークショップ 

3/31（金）9:30-/13：30- 午前5回、午後8回  4/1（土）9：30-/13：30- 午前5回、午後5回  体験時間各回20分 

五感をやさしくしげきする部屋 

スヌーズレン体験 

今年度活動してきたプロジェクトメンバーが考えたクイ

ズやダンス、射的や切り絵など、SDGsを楽しく学べるワ

ークショップを開催します。 

 

●対象：どなたでも 

●会場：多目的ホール2 

●定員：20名（先着） 

●申込：2/26（日）～定員に達する迄 

電話または総合案内 

●講師：地球市民学習「世界に目を向けよう～今、私たち

にできること～」金子玲子＆仲間達 

光・音・匂い・振動・色々な触感の素材など、感覚をやさしく刺激するものが配置された部屋で、心身共にリラックスし、

“癒し”の時間を過ごしてみませんか？ 

今回から実施内容が一部変更になっています。 
 

●対象：どなたでも（小学生までは保護者の付き添いが必要） 

●会場：多目的ホール2 

●定員：1組/1回(1組最大4名まで) 

●申込：①3/31（金）…事前予約 13組/1日（先着） 

3/17(金)～定員に達する迄 

電話または総合案内 

②4/1（土）…当日先着 １０組/１日（先着） 

  総合案内のみ 

 

令和 5年 3月 1日発行 
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令和 5年 

（２０２3） 

 
あいぱれっと SDGｓ 

子どもプロジェクト 

マスコット「てぃなぷー」 
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無料 
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『★』は事前申込 

不要です！ 

無料 
事前
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4/2（日）①10：00-11：00 ②14：00-15：30 

ブロックをみる、あそぶ、まなぶ プログラミング体験をする 

さいたまブロックパーティ 

 

お申込み・お問い合わせ 
 

048-829-7043 
 

〈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。 

①ブロック教室 ②ロボットプログラミング教室のほか、ブロック博士と仲間たちの超絶技巧作品展示や、ブロックトレ

イン走行、ブロックプレイコーナーなど、楽しい催し物がいっぱいです。 

 

●対象：①年中～小学2年生（未就学児は保護者同伴） 

②小学2年生～小学6年生 

●会場：多目的ホール1・2 

●定員：各回16名（先着） 

●申込：3/4（土）～定員に達する迄 

電話のみ 

●主催：おもちゃカフェ ブロックはかせ.LABO 

●協力：埼玉大学教育学部野村泰朗研究室 STEM教育研究センター ぷらっとほーむ不登校ネットワークさいたま 

 

 

 

 

 

 

■定期開催の催し 
① 第１火曜 午前 10：30-11:00 

② 第３火曜 午後 14：30-15：00 
① 第1木曜 午前 10：30-11：00 

② 第3木曜 午後 14：30-15：00 

第２・第４木曜 午前午後各4回 

9：30-、１３：３０-（30分入れ替え制） 

第1月曜日  

10：00-１１：５０、13：10-15：00 

紙芝居 絵本の読み語り 手押し車であそぼう 
ほっぺっぺひろば 
～おもちゃ図書館＠あいぱれっと～ 

日付：①3/7(火) 

②3/21(火)  

対象：小学生以下 

会場：つながりカフェ 

講師：①さいたま紙芝居研究会 

②さいたま子ども文化研究所 

日付：①3/2（木） 

②3/16（木） 

対象：小学生以下 

会場：つながりカフェ 

講師：①一茶良子とぱぴぷぺぽん♪ 

担当：②子どもコンシェルジュ 

日付：3/9(木) 3/23(木) 

対象：伝い歩きやよちよち歩きの乳幼児  

会場：多目的ホール１ 
定員：各回5組 
申込：当日総合案内で整理券配布  

少人数でゆったりと遊び、気に入った 

おもちゃは借りることができます。 

日付：3/6(月)  

対象：未就学児と保護者 

会場：多目的ホール1 

定員：各回10組 

申込：2/27(月)～定員になり次第〆切 

電話のみ 

第３日曜 13:30-16:00 第４日曜 13：00-16：00 
毎月５日 午前5回、午後4回 

9:30-、13:30-、20分入れ替え制 
第４日曜 10：00-12:00 

放課後子どもひろば GAME部+ 
五感をやさしく刺激する部屋 
スヌーズレン体験 

おもちゃの病院 

卓球、風船バレーなどで、楽しく過ごそう 

 

日付：3/19(日) 

対象：小学生 

会場：多目的ホール1・2 

申込：不要（自由参加） 

手持ちのゲームを大きなスクリーンで楽し

もう！アナログゲームや卓球も‼ 

この春から中学1年生になる子も大歓迎‼ 

 

日付：3/26(日) 

対象：中高生年代+新中学1年生（現小6） 

定員：30名 

会場：多目的ホール2 

申込：不要（自由参加） 

感覚をやさしくしげきする部屋で、ゆっ

たりとした時間を体験してみませんか。 

 

日付：3/5(日) 

対象：どなたでも 

定員：各回4名（家族・友人同士での利用） 

申込：当日総合案内で申込書配布 

※4月から実施日等が変更になります。 

日付：3/26(日) 

対象：ご家庭のおもちゃの修理希望者 

会場：多目的ホール1 

申込：不要 

費用：部品代（500円以内）がかかる場

合があります。 

協力：浦和おもちゃの病院 

 

■あいぱれっと1F 施設利用のお知らせ 
2月25日現在の運営は下表のとおりです。なお、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、ホームページや館内掲示などでご確認ください。  

 （12:00-13:00消毒のため閉館） 

1F施設等 ご利用について ご利用時間について 

ぱれっとひろば 
(乳幼児の遊び場） 

人数制限あり 
・子ども1名につき大人１名のみ入場可能
（9:00-17:00） 

・最大80名まで 
（詳しくは、ホームページをご確認ください） 

9:00-12:00   13:00-20:00 

 
※ご利用時間は90分以内を目安にお願い
します 

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） 

9:00-12:00   13:00-20:00 

 
※テーブル・椅子は移動しないでください 

屋根付き運動場 通常通り（ボール等貸し出しはなし） 9:00-12:00   13:00-16:00 

中高生活動スペース 
人数制限あり 
食事・おやつ不可 

9:00-12:00   13:00-20:00 

なんでも子ども相談 通常通り 
平日10:30-最終受付18:30  
土・日・祝9:00-最終受付16:30 

なんでも若者相談 通常通り 9:00-20:00 

 

 

 

 

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、お電話か来所で相談でき

ます。土日祝も相談できます。土曜の午後

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★ 

 

相談受付電話 048－829－7064 

受付時間：9:00～20:00 （水曜日休館） 

なんでも若者相談 

≪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 

【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/ 

 
あいぱれっと HP 

1/29（日） 

手作りみそ会しましょう 

事前

申込 費用 500円 

2/11（土） 

ヤングケアラーってなに？ 

町亞聖さんによる講演

と、町さんと清水勇人

さいたま市長による対

談が行われました 

https://i-palette.com/

