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あいぱれっと NEWS
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日

月

火

水

あいぱれっと１階 開館時間：9:00～20:00
休館日：水曜日及び年末年始 ※水曜日が祝休日の場合は次の平日が休み

木

金

臨時休館：10 月 13 日（土）全館設備点検実施のため

土
1 新聞紙スリッパを
つくろう
①10：00～11：00
②14：00～15：00

2

3

親子でストロ ーハウス
に挑戦！
10：00～12：00

9

4

5

【休館日】

紙芝居
10:30～11:15

10

１1

6

7

１2【休館日】

１3

１5

昔あそびに
チャレンジ！
15:30～17:00
放課後子どもひろば
16:00～17:00

お月見パフェを作ろう
クッキングデビュー

２0

２1

22

WAKODO から学ぼう！

絵本の世界をたの
しもう！
10:00～11:00

バイリンガルおはなしかい

10：00～11:00

17【敬老の日】

18

19【休館日】

紙芝居
14:30～15:15

２3【秋分の日】

２4【振替休日】

本は心の宝

２5

離乳食セミナー
①10:30～11:30
②13:30～14:30
絵本の読み語り
14:30～15:00

２6【休館日】

27

ベビーとママの
ふれあい体操
10:00～11:00

楽しい BOOK ひろば
10:00～11:30
あいぱれっとで蘇る

①11：00～12：00
②15：00～16：00

10:00～12:00
カメラをつくろう！
14:00～16：00

28

29

五感をやさしく
しげきする部屋

おばけをつくろう
①11：00～12：00
②15：00～16：00

～スヌーズレン体験～

10:00～17:00

おもちゃの病院
10:00～12:00

30 おばけをつくろう

わくわく親子運動会
10:00～11:30

14

赤ちゃんからはじめよう

１6

8

絵本の読み語り
11:00～11:30

国民の祝日
敬老の日…多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日。
秋分の日…祖先を敬い、亡くなった方を偲ぶ日。

注）日程・時間等は変更になる場合がありますので、予めご了承ください。※詳細は各チラシでご確認ください。 ＜申込受付時間＞9：00～20：00

乳幼児/小学生向け

乳幼児向け
第５回

ベビーとママのふれあい体操

第4回

絵本の世界をたのしもう！

本は心の宝

楽しい BOOK ひろば

お遊戯、ハイハイ競争やレクリエーショ
ンゲームなどを音楽に合わせて、親子で
楽しく行います。

大型絵本や紙芝居、楽しい手遊びや指遊
びなどを親子で楽しみます。手軽にでき
る工作もやってみましょう。

おすすめの本を紹介、本にまつわるクイ
ズ大会など…本にふれあい親しみ、楽し
い時間を過ごしましょう。

日時：９月 2５日(火) 10:00～11:00
会場：多目的ホール 1
対象：3 カ月～1 歳児と保護者
定員：抽選 20 組
申込：９月 7 日(金)～９月 1４日(金)
電話又は総合案内へ
費用：無料
講師：特定非営利活動法人親子体操連盟

日時：9 月 21 日(金)
10：00～11：00
会場：多目的ホール 1
対象：2～4 歳児と保護者
定員：先着 10 組
費用：無料
申込：9 月 1 日(土)～9 月 14 日(金)
電話又は総合案内へ
講師：さいたま市よい本を読む運動推進員会

日時：9 月 23 日(日)
10：00～11：30
会場：多目的ホール 2
対象：小学生以下の子ども

体操の後は、ママ同士
「お話ひろば」で楽し
くお話ししましょう

(乳幼児は保護者同伴)

定員：先着 30 名
費用：無料
申込：9 月 1 日(土)～9 月 20 日(木)
電話又は総合案内へ
講師：さいたま市よい本を読む運動推進員会

なんでも若者相談窓口
主に中高生から 30 代の方の悩み、困りごとの相談をおうけしています。(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。

TEL：048-829-7064(相談時間 9:00～20:00)

乳幼児/小学生向け

◎講座に関するお問い合わせ・申込みは 048-829-7043 まで(受付時間 9：00～20：00 水曜日休館)

昔あそびにチャレンジ！

放課後子どもひろば

かるた・けん玉・お手玉・あやとり
メンコなど…地域の方に習ってチャレ
ンジしてみましょう！

小学生の遊び場・学習の場として、あい 毎月第 1 火曜日は、さいたま市子ども文化研究所
第 3 火曜日は、さいたま紙芝居研究会の皆さんと紙芝
ぱれっと多目的ホールを開放します。
居や歌遊びなどを一緒に楽しみます。
宿題をしたり、昔遊びなどができます。 日時：9 月 4 日(火)

紙芝居

日時：9 月 14 日(金)
15：30～17：00(出入り自由)
会場：多目的ホール 1
対象：小学生
定員：なし
費用：無料
申込：不要 直接会場にお越しください

日時：9 月 14 日(金)
16：00～17：00(出入り自由)
会場：多目的ホール
対象：小学生
定員：なし
費用：無料
持物：自習用具
申込：不要 直接会場にお越しください

どなたでも
あいぱれっとで蘇る

おもちゃの病院

五感をやさしくしげきする部屋

ボランティア団体『浦和おもちゃの病院』のお医者
さんが、ご家庭の壊れたおもちゃを修理します。
（テレビゲーム等電子機器類は取扱いできません。）

日時：9 月 23 日(日)
10：00～12：00
会場：多目的ホール 1
対象：どなたでも
定員：なし
費用：部品代必要な場合あり
申込：当日受付

～スヌーズレン体験～
スヌーズレンルームで特別な時間を過ごし
ませんか。当日、総合案内までお越しくだ
さい。体験可能な時間を 1 グループずつ
(最大 4 名、15 分)ご案内します。

10：30～11：15 乳幼児向け
9 月 18 日(火)
14：30～15：15 小学生以下

絵本の読み語り
子どもコンシェルジュおすすめの絵本を紹介します。

日時：9 月 6 日(木)
11：00～11：30 乳幼児向け
9 月 20 日(木)
14：30～15：00 小学生以下

10 月の
Halloween Party
注目講座 アメリカ人の先生と英語ゲームや
パレードをして皆で楽しみましょう。
日時：10 月 20 日(土)
14：00～16：00
フェイスペイント
会場：多目的ホール 1・2
や工作もあるよ
対象：小学生
定員：抽選 20 名
費用：1 人 500 円(工作材料、お菓子代)
申込：9 月 22 日(土)～10 月 6 日(土)
電話又は総合案内へ
講師：英語教師 ジェリー・マーティン 氏
協力：学校法人三幸学園 大宮こども専門学校
学校法人三幸学園 大宮ビューティーアート
専門学校
※仮装は歓迎ですが必須ではありません

日時：9 月 28 日(金)
10：00～17：00
対象：どなたでも(小学生以下は保護者同伴)
費用：無料

直接会場へおもちゃをお持ちください

10 月の要申込講座
月日(曜)

時間

講座名
子どもも大人も元気になれるあそびの話

対象

定員

どなたでも

30 名

10/ 6(土)

14：00～16：00

10/19(金)

10：00～11：00

第 5 回 絵本の世界をたのしもう！

2～4 歳児と保護者

10/21(日)

10：00～12：00

いざというときの乳幼児救急法

保護者
(子ども同伴不可)

～今、話題の非認知能力とは⁉～

五感をやさしくしげきする部屋

どなたでも (小学生

～スヌーズレン体験～

以下は保護者同伴)

10：00～11：30

本は心の宝 楽しい BOOK ひろば

小学生以下の子ども
(乳幼児は保護者同伴)

14：00～15：30

科学実験ひろば ロボットを作ってあそぼう

10/27(土)

10：00～17：00

10/28(日)
10/28(日)

小学生(1・2 年生は
保護者同伴)

先着
10 組
先着
20 名
1 グルー
プ4名
まで

先着
30 名
抽選
16 名

参加費

事前申込

無料

受付中

無料

10/1(月)～

無料

9/23(日)～

無料

当日受付

無料

10/6(土)～

300 円
(材料費)

9/29(土)～

※申込方法や詳細は各チラシをご確認ください
地域とのつながり

8 月の講座の様子
8 月 4 日(土) 家族で作ろう！ダンボールクラフト
親子で協力しながら、ワゴン車・
フ ォ ー ミュ ラ カー を 作 りま し
た。難しいパーツや自分で考え
たパーツでオリジナルの車を完
成させました！

7 月 22 日(日)『上木崎大原夏祭り』に職員も参加させて頂きました。
午後の日差しが照りつける中、子ども神輿も大人神輿も
「わっしょい！わっしょい！」と元気に声を出しながら
足立神社を目指しました。

子ども神輿
大人神輿

こんにちは こちらは世代間交流・活動拠点担当です

手作り

私たちは、
「地域の絆で子どもを育てる」という意識のもと、子どもと大人・高齢者がふれあい
お手玉
交流・憩いの場とするため活動しております。地域の皆様から「手作りお手玉」
「手作りかぶと」
「竹」
「七夕飾り」等をご恵与頂きました。これらは、当センターの主催事業である「季節のイベント」
で使用させて頂きました。 また、
「岩崎ちひろ全集 他」
「蝶・標本」なども寄贈して頂きました。
こうして賜りましたご厚意を今後の事業や子ども達に喜んでもらえるよう、活用させて頂きたいと思って
います。皆さん本当にありがとうございます。今後もご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。
9 月になると、色々な秋の草花が見ごろを迎える時季ですね。秋の七草は知っていますか。…ハギ、キキョウ、クズ、フジバカマ
オミナエシ、オバナ、ナデシコの 7 種類です。食べる春の七草とは違い、秋の七草は観て楽しむことを主に選ばれています。
秋の訪れを感じながら、自然の変化を楽しんでいきたいものですね。

