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あいぱれっと１階 開館時間 9：00～20：00
休館日：水曜日・臨時休館日(10/13)・年末年始
※水曜日が祝休日の場合は次の平日が休み
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乳幼児向け

注）＜申込受付時間 9:00～20:00＞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。

紙芝居
紙芝居や歌遊びなどを一緒に楽しみます。
日時：10 月 2 日(火)
10：30～11：15 乳幼児向け
10 月 16 日(火)
14：30～15：15 小学生以下
申込：不要、直接つながりカフェへ

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。

日時：10 月 4 日(木)
11：00～11：30 乳幼児向け
10 月 18 日(木)
14：30～15：00 小学生以下
申込：不要、直接つながりカフェへ。

おやこモダンバレエ
自由にのびのびと、音楽に合
わせて体を動かしましょう。
日時：10 月 22 日(月)
15:30～16:15
会場：多目的ホール１
対象：3 歳以上の未就学児と保護者
（3 歳未満不可)

定員：抽選 10 組
費用：無料
持物：動きやすい服装・ふた付飲み物
タオル・着替え(上履き不要)
申込：10 月 6 日(土)～10 月 9 日(火)
電話又は総合案内へ
講師：藤井香氏
(振付家・埼玉県舞踊協会理事)

第5回

絵本の世界をたのしもう！

大型絵本や紙芝居、手遊びや工作など
親子で楽しみましょう。
日時：10 月 19 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：10 月 1 日(月)～10 月 11 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
第１回 ハワイアンリトミック
親子で衣装を着て、ハワイアン
音楽に癒されてみませんか。

日時：10 月 26 日(金)
10:30～11:30
会場：多目的ホール 2
対象：生後 6 ヵ月～未就園児と保護者
定員：抽選 15 組
費用：無料
持物：ふた付飲み物、汗拭きタオル
抱っこひも
申込：10 月 1 日(月)～10 月 7 日(日)
電話又は総合案内へ
講師：清水悦子氏・浅香裕子氏
（ハワイアンリトミックインストラクター）

こちら、中高生活動スペース担当です。
中高生活動スペースは自習や雑談、ボード
ゲームなど中高生年代の皆さんが自由に使え
るオープンな場所です。
最近ではホワイトボードを利用して問題や
クイズを出し合い、年代を超えて新たな交流
が生まれています。隣接のダンス・バンドス
タジオでは、一生懸命練習に取り組む子ども
達の姿があり、私達スタッフも刺激をもらっ
ています。今後は皆さんの声を聞きながら、
中高生の興味・関心のある企画も進めていき
たいと思います。
皆で作る自由空間
を楽しみましょう！

高校生 M さんのイラストです

中高生向け
命の大切さを学ぶ

参加をお待ち
しています！

赤ちゃん・幼児ふれあい体験
赤ちゃん・幼児と一緒にあそんでみよう！
日時：11 月 11 日(日)10:00～12:00
会場：多目的ホール１・ぱれっとひろば
対象：中学生、高校生
定員：先着 10 名
持物：筆記用具、動きやすい服、ふた付飲み物
申込：10 月 5 日(金)～電話又は総合案内へ

◎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)

小学生向け

放課後子どもひろば
小学生の遊び場・学習の場です。

昔あそびにチャレンジ！
かるた・けん玉・お手玉・メンコなど…
<上記同時開催>
日時：10 月 9 日(火)
1５：00～1６：00(出入り自由)
会場：多目的ホール 1・２
対象：小学生
定員：なし
費用：無料
持物：勉強したい子は自習用具
申込：不要、直接会場にお越しください
本は心の宝

楽しい BOOK ひろば

本にふれあい、クイズ・工作で楽しもう。
日時：10 月 2８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(乳幼児は保護者同伴)
定員：先着２0 名
費用：無料
申込：10 月 6 日(土)～当日まで受付
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

Halloween Party

かぼちゃのハロウィンパンケーキ♪

英語ゲームや工作の後は皆でパレード！
日時：10 月 20 日(土)
ﾌｪｲｽﾍﾟｲﾝﾄ
14：00～16：00
もできるよ
会場：多目的ホール 1・2
対象：小学生
定員：抽選 20 名
費用：500 円(当日集金)
申込：10 月 6 日(土)まで受付中
電話又は総合案内へ
講師：ジェリー・マーティン氏(英語教師)
協力：学校法人三幸学園 大宮こども専門学校

ハロウィンのお菓子をつくりましょう!!
日時：10 月 28 日(日)
10：00～12：00
会場：調理室
対象：小学 3～6 年生
定員：抽選 16 名
費用：350 円(当日集金)
持物：エプロン・三角巾・手拭きタオル
申込：10 月 1 日(月)～10 月 9 日(火)
電話又は総合案内へ
講師：学校法人埼玉福祉学園

学校法人三幸学園 大宮ﾋﾞｭｰﾃｨｰｱｰﾄ専門学校

埼玉ベルエポック製菓調理専門学校 学生

ロボットを作ってあそぼう

ミニチュアスイーツ

走るロボットを作って遊びます。
日時：10 月 28 日(日)
14：00～16：00
会場：多目的ホール 2
対象：小学生(1・2 年生は保護者同伴)
定員：抽選 15 名
費用：300 円(当日集金)
申込：9 月 29 日(土)～10 月 12 日(金)
電話又は総合案内へ
講師：今安知成氏(科学クラブ・彩ねっと南部)

紙ねんどに色をつけて、こねて 3 個作ります。

日時：11 月 11 日(日)
14：00～15：30
会場：多目的ホール 2
対象：小学生(1・2 年生は保護者同伴)
定員：抽選 15 名
費用：300 円(当日集金)
申込：10 月 25 日(木)～10 月 30 日(火)
電話又は総合案内へ
講師：岡崎宏子氏(日本ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ協会認定)

大人向け

ダブルケアカフェ＠あいぱれっと
「子育てと介護」
「子育てと障害児」など
重複ケアをしている方同士の気楽な茶話
会です。
日時：10 月 16 日(火)
10:00～12:00
会場：つながりカフェ
対象：ダブルケアをしている方
費用：無料
申込：当日受付（お子さま同伴の方は、
事前にご相談ください）
共催：浦和区地域包括支援センター
（ジェイコー埼玉・かさい医院）
協力：さいたま市社会福祉協議会

いざというときの乳幼児救急法

出産準備講座

あかちゃんこんにちは

AED 講習、乳幼児の誤飲、火傷、緊急時
の応急処置法を一緒に学びましょう。

安心してあかちゃんを迎えるために必要
な知識、実技の講習をします。

日時：10 月 21 日(日)
10:00～11:00
会場：多目的ホール１・２
対象：保護者の方(子ども同伴不可)
定員：先着 2０名
費用：無料
申込：電話にて受付中

日時：11 月 4 日(日)
９:３0～12:00
会場：多目的ホール１
対象：出産を控えた方とご家族
定員：先着 15 組
費用：無料
申込：電話にて受付中
(定員になり次第締切り)

(定員になり次第締切り)

持物：ふた付飲み物・バスタオル
講師：岡田美香氏（さくら助産院院長）

持物：ふた付飲み物
講師：さいたま市消防局警防部救急課普及係

どなたでも
子どもも大人も

元気になれるあそびの話
～今、話題の非認知能力とは！？～
子ども時代、夢中になったあそびは何
でしたか。皆で一緒に考えましょう！！
日時：10 月６日(土)
14：00～16：00
会場：多目的ホール１・２
対象：どなたでも
定員：先着 30 名
費用：無料
申込：電話又は総合案内で受付中
※当日ギャラリー席も設けます。
講師：関戸博樹氏
(NPO 法人 日本冒険遊び場づくり協会代表)

協力：NPO 法人 たねの会

五感をやさしくしげきする部屋

～スヌーズレン体験～
癒しの部屋で特別な時間を過ごしませんか。
日時：10 月 27 日(土)10：00～16：40
(1 ｸﾞﾙｰﾌﾟずつ最大 4 名、15 分体験可能)
対象：どなたでも(小学生以下は保護者同伴)
費用：無料
申込：当日、総合案内までお越しください

秋
食欲の秋・芸術の秋・スポーツの秋・
読書の秋‥‥良い季節になりましたね。
意欲的に活動しやすい時期です。
「あいぱれっと」では、多彩な企画を

あいぱれっとで蘇る おもちゃの病院
ご家庭の壊れたおもちゃを修理します。

予定しております。ぜひ、この季節に

（テレビゲーム等電子機器類は取扱いできません。
）

日時：10 月 28 日(日)10：00～12：00
会場：多目的ホール 1
対象：どなたでも
費用：部品代必要な場合あり
申込：不要、直接会場へお持ちください

催物の参加や遊びや相談など、足を運
んでみてはいかがでしょうか。

※申込方法や詳細は各チラシをご確認ください。

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(あいぱれっと１階・相談時間 9:00～20:00)

土曜日の 13:00～20:00 は
男性相談員による相談も
できます。

