
あいぱれっと 
≪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【電話】048-829-7043 【FAX】048-832-0127 【Web】http://i-palette.com 

平成 31 年３月発行                                さいたま市子ども家庭総合センター 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

第 10回 絵本の世界をたのしもう！ 
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。 

 

日時：3 月 15 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：3 月 1 日(金)～3 月 12 日(火) 

   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 

 

本は心の宝 楽しい BOOKひろば 
おすすめの本を紹介、本にまつわるクイ

ズ、かんたんな工作など…本にふれあい

親しみ、楽しい時間を過ごしましょう。 

 

日時：3 月 24 日(日)  

    10：00～11：00 

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：3 月 2 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 

  

 

  

  

           

 

日 月 火 水 木 金 土 

＜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(12/29～1/3) 

                         ※水曜日が祝休日の場合は翌日の平日が休み 

1 2 

3   
出産準備講座 

あかちゃんこんにちは 

9：30～12：00 

4 
 

5 
紙芝居 

10：30～11:15 

6 【休館日】 7 
絵本の読み語り 

11：00～11：30 

8 

 

9 
わくわく親子運動会 

10：00～11：30 

ストレッチ体操 

14：30～15：30 

10 

 

11 １2 
・昔あそびにチャレンジ！ 

・放課後子どもひろば 

15：00～16：30 

１3【休館日】 １4 
 

 

 

15 
絵本の世界を 

たのしもう！ 

10：00～11：00 

１6 
うんどうひろば 

10：30～12：00 
 

１7 
おもちゃのエコと 

カプセルはんこ 

14：00～16：00 

18 
 

19 
紙芝居 

14：30～15：15 

20【休館日】 21 春分の日 
絵本の読み語り 

14：30～15：00 

22 
五感をやさしく 

しげきする部屋 
～スヌーズレン体験～ 

10：00～16：30 

23 
 

24 
楽しい BOOKひろば

10：00～11：00 
あいぱれっとで蘇る 

おもちゃの病院 

10：00～12：00 

25 

 

26 
 

２7【休館日】 28 
あいぱれっとお花見 

10：00～14：00 
※雨天時 3/30(土) 

29 

春のピアニカ 

コンサート 

10：30～11：30 

30 
はるをつくろう 
（乳幼児対象・申込不要） 

11：00～ 

 

 

 

31 
あいぱれっと GAME部 

13：00～15：30 
卒業＆進級パーティー 

16：00～18：00 

 

 

３月号 

NEWS 

乳幼児/小学生向け 

★ゴールデンウィークのお知らせ★ 4 月 29 日(月)～5 月 6 日(月)は通常どおり開館します。 
                
                    （5 月 1 日(水)は開館、5 月 7 日(火) 8 日(水)は休館します。） 

 

あいぱれっと展 
3/29～3/31 

紙芝居 
毎月第 1 火曜日は、さいたま子ども文化研究所・

第 3 火曜日は、さいたま紙芝居研究会の皆さんと

紙芝居や手遊びなどを一緒に楽しみましょう。 

日時：３月 5 日(火) 

10：30～11：15 乳幼児向け 

   ３月 19 日(火)  

14：30～15：15 小学生以下向け 

会場：つながりカフェ 

絵本の読み語り 
子どもコンシェルジュがおすすめの絵本を紹介。 

日時：３月 7 日(木) 

11：00～11：30 乳幼児向け 

   ３月 21 日(木) 

14：30～15：00 小学生以下向け 

会場：つながりカフェ 

こんにちは、子どもコンシェルジュです！ 

 

☆ピンクのエプロンが目印です 

子どもコンシェルジュは、見守りの他に子どもたちの遊びのサポートだけでなく、子どもの「たのしい！！」を探します。 

また、育児のことや些細なことから愚痴までいろいろなお話をしながら、少しでも家族の方の息抜きになるようお待ちして 

おります。みんなの遊びを楽しくするために工作の準備をしていることもありますが、いつでも気軽に声をかけてください。 

 



どなたでも 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あいぱれっとで蘇る おもちゃの病院 
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：３月 24 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：修理は無料 

（部品代が必要な場合、実費負担あり） 

申込：当日受付(直接会場へおもちゃを 

お持ちください。) 

協力：浦和おもちゃの病院 

五感をやさしくしげきする部屋 
～スヌーズレン体験～ 

光・音・香り・触覚・振動など感覚を 

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。 

  

日時：３月 2２日(金)  

    10：00～16：30 

対象：どなたでも 

(小学生以下は保護者同伴、 

1 回 1 グループ最大 4 名) 

費用：無料 

申込：当日総合案内までお越し下さい。 

    先着順に体験可能な時間をご案 

内します。(体験時間 20 分) 

昔あそびにチャレンジ！ 

放課後子どもひろば 
あいぱれっとのスタッフや地域のボラ 

ンティアさんと一緒に宿題や昔あそび 

をして、自由に楽しく過ごしましょう。 

日時：３月 12 日(火)  

   15：00～16：30(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 

うんどうひろば 
いろいろな「おにごっこ」で楽しく体を 

動かしましょう。 

 

日時：３月 16 日(土)  

   10：30～12：00  

会場：多目的ホール 1・2 

対象：小学１年生～4 年生 

定員：先着 20 名 

費用：無料 

持物：ふた付き飲み物 

申込：３月２日(土)～電話又は総合案内へ 

(定員になり次第締め切り) 

おもちゃのエコとカプセルはんこ 
クイズやゲームで楽しくエコを学んで、 

カプセル容器を使ったはんこを作ります。 

 

日時：3 月 17 日(日) 

   14：00～16：00 

会場：多目的ホール 1・2 

対象：小学生(1・2 年生は保護者同伴) 

定員：先着 50 名 

費用：無料 

持物：筆記用具、ハサミ、持ち帰り用袋 

申込：受付中 電話又は総合案内へ 

(定員になり次第締め切り) 

講師：バンダイ出前授業インストラクター 

 

小学生向け 

春の♪ピアニカ☆コンサート♪ 
ママさんピアニカバンド“ぴんぽんまむ”

によるクラシックやジャズ、童謡などの

演奏です。春の一日、家族みんなで音楽

を楽しみましょう。 

 日時：３月 29 日(金)  

    10：３0～11：30 

会場：つながりカフェ 

対象：どなたでも 

定員：なし 

費用：無料 

申込：不要 

 

  

 

   あいぱれっと展 
あいぱれっとでの活動の様子の写真や 

講座等で作った作品などを展示します。 

ご家族そろってご来場ください。 

 
日時：３月 29 日(金)～３月 31 日(日)  

   9：00～20：00 

会場：つながりカフェ 

対象：どなたでも 

定員：なし 

費用：無料 

申込：不要 

 

 

 

プロから学ぶバスケット 
元プロ選手から、試合に役立つ 

体幹トレーニング、ドリブル等 

を学びます。 

日時：４月 7 日(日) 

   15：00～16：30 

会場：多目的ホール 1、屋根付き運動場 

対象：小学生と保護者 

定員：抽選 20 組 

費用：無料 

持物：動きやすい靴、ふた付き飲み物 

申込：３月 21 日(木)～28 日(木) 

電話又は総合案内へ 

講師：翁長明弘(バスケットボールコーチ) 

 

 

小学生/中学生/高校生向け 

 

 

 

あいぱれっと GAME部 
みんなで楽しくゲームしよう‼ 

日時：３月 31 日(日) 

   13：00～15：30 

会場：多目的ホール 2 

対象：中高生年代 

定員：なし 

申込：不要 
卒業＆進級パーティー 
16：00～18：0０ 
中高生活動スペースにて 

 

ムラサキキャベツで不思議な実験 
～浦和高校生による指導で化学体験～ 

日時：４月２日(火) 

   10：00～11：30 

   13：00～14：30 

会場：多目的ホール 2、調理室 

対象：小学生 

定員：各回先着 15 名 

費用：無料 

持物：汚れてもよい服 

申込：３月 16 日(土)～３月３０日(土) 

電話又は総合案内へ 

講師：県立浦和高等学校化学部有志 
                

浦高生と鉄道について語ろう 
鉄道に関するクイズ・講話など… 

興味ある人集まれ～！ 

日時：４月４日(木) 

   13：００～15：00 

会場：多目的ホール１ 

対象：小学生・中学生 

定員：先着３0 名 

費用：無料 

申込：３月 16 日(土)～３月３０日(土) 

に電話又は総合案内へ 

講師：県立浦和高等学校鉄道研究会有志 
 

 

 

 
N ゲージも 

あるよ！ 

来年度も 

「あいぱれっと」を 

よろしくね！ 

 

 

 

オブジェを作ろう 

おかげさまで「あいぱれっと」は 
一周年を迎えます。 
記念に、さいたま市の PR キャラ 
クター「ヌゥ」を皆でつくりまし 
ょう☆ 

日時：４月 2 日(木)  
     13：00～15：00 

会場：つながりカフェ 
対象：どなたでも 

 

 

〇記載記事に関するお問い合わせは、総合案内・電話 048-829-7043 又は http://i-palette.com 

 

 

同日開催！ 

http://i-palette.com/

