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●受付時間 9：00～20：00 （水曜日休館）●

日

月

火

水

木

金

1 天皇の即位の日 2 国民の休日

3 憲法記念日

土
4 みどりの日

★絵本の読み語り

『★』は事前申込

【開館】

不要です。

【開館】

『パプリカ』をみんなで
おどりましょう

【開館】

10:30～11:00
こいのぼりをつくろう （期間中でも材料がなくなり次第終了します）

5 こどもの日

6 振替休日

7

8

休館日

休館日

スヌーズレン体験

ロボラボ教室
13:00-16:00
10:00～16:30

～五感をやさしくしげきする部屋

【開館】

12

9

10

あいぱれっと ABC①

★放課後子どもひろば

囲碁ひろば①
13:30～15:30
15:30～17:30
ボディケア体験
14:30～16:30

16:00～17:00

【開館】

13

14

15 休館日

16

11

17

18

24

25

★絵本の読み語り
14:30～15:00

はじめての離乳食
10:00～11:30
あいぱれっと自然観察会

10:00～11:30

19

20

21

22 休館日

23

ハワイアンリトミック ★紙芝居
タイ料理ランチ
10:30～11:30
14:30～15:00
10:00～12:00

★昔あそびひろば
16:00～17:00

プロから学ぶ
バスケットボール

15:00～16:30

26

27

28

29 休館日

30

31

★おもちゃの病院 わらべうたを
歌ってあそぼう
10:00～12:00
10:30～11:15

はじめての離乳食

要申込み

≪多文化交流会食≫

要申込み

タイ料理ランチ

― みんなでモグモグ

ハワイアンリトミック

要申込み

初めての離乳食は不安や疑問がいっぱい。基本
の「おかゆ」について、初期から後期までの固さ・
大きさ・見た目の違いを試食を通して学びます。
日時：5 月 14 日(火) 10：00～11：30
会場：調理室
対象：０歳児の保護者
定員：先着 10 名
費用：無料
申込：受付中～定員になり次第〆切
電話又は総合案内へ
講師：関根 敦子氏（栄養士）

タイ出身のママから、簡単・おいしい家庭的な料 親子で衣装を着て、フラダンスのハンドモーション
理を教わります。
とステップを取り入れて踊ります。癒しの時間に♪
日時：5 月 20 日(月) 10：30～11：30
日時：5 月 19 日(日) 10：00～12：00
会場：多目的ホール 1
費用：無料
会場：調理室
対象：6 か月～未就園児と保護者
対象：未就学児の保護者（子どもの同室不可）
定員：抽選１５組
定員：先着 15 名
託児なし
持ち物：抱っこひも、ふたつき飲み物、汗拭きタオル
費用：500 円（当日集金）
申込：5 月 1 日(水)～5 月 12 日(日)
持ち物：エプロン、三角巾、手拭きタオル
電話又は総合案内へ
申込：5 月 3 日(金)～ 定員になり次第〆切
講師：清水 悦子氏（ハワイアンリトミックインストラクター ）
電話又は総合案内へ
朝香 裕子氏（ハワイアンリトミックインストラクター ）

親子で体操！

あいぱれっと自然観察会

要申込み

親子で体を動かして、踊ったり、直線走り、ジグザ
グ走り、リレーでバトン渡しをします。
日時：6 月 8 日(土) 10：00～11：00
会場：多目的ホール１
対象：2 歳～未就園児と保護者
定員：先着２５組
汚れてもよい、動きやすい服で♪
費用：無料
持ち物：室内用運動靴、ふたつきの飲み物
申込：5 月 10 日（金）～5 月 31 日（金）
電話又は総合案内へ
講師：親子体操協会

要申込み

「あいぱれっと」で探してみよう！きれいな花、
ふしぎな植物、いくつあるかな？
日時：5 月 14 日(火) 10：00～11：30
集合：メインエントランス
対象：どなたでも
定員：先着 10 名
費用：無料
申込：受付中～定員になり次第〆切
電話又は総合案内へ
植物ｶﾞｲﾄﾞ：小野 勲氏

紙芝居
5 月 21 日（火） 14:30～15:00（小学生以下向け）
場所： つながりカフェ
講師： さいたま子ども文化研究所
子どもコンシェルジュによる

絵本読み語り
5 月 2 日（木） 10:３０～11:00（乳幼児向け）
『パプリカ』をみんなでおどりましょう
5 月 16 日（木） 14:30～15:00（小学生以下向け）
場所： つながりカフェ

要申込み

プロから学ぶバスケットボール
試合に役立つ基本動作、体幹トレーニング、ドリブ
ルなど、親子一緒に楽しく体を動かしましょう！
日時：5 月 19 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（子どものみ不可）
定員：先着 25 組
費用：無料
持ち物：運動できる服装、運動靴、ふた付き飲み物
申込：受付中～ 定員になり次第〆切
電話又は総合案内へ
講師：翁長 明弘氏（バスケットボールコーチ）
五感をやさしくしげきする部屋

要申込み

～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。
毎月５日に開催♪（休館日の場合は 4 日）
日時：５月 5 日(日) 10：00～16：30
対象：どなたでも (※詳細はチラシをご覧ください)
定員：1 回 1 グループ最大 4 名
費用：無料
当日、総合案内にて先着
順で体験可能な時間を
ご案内します。
(体験時間 20 分)

春休みに、中高生年代の活躍するイベント・講座を行いました。

協力：県立浦和高校
鉄道研究部
化学部

あいぱれっとで蘇る「おもちゃの病院」
大好きなおもちゃが動かない！壊れた！そんな時は
おもちゃの病院へどうぞ。（テレビゲーム等電子機
器類は取扱いできません）
毎月第 4 日曜日に開催♪
日時：5 月 26 日(日) 10：00～12：00
会場：多目的ホール 1
対象：どなたでも
費用：修理は無料（部品代は実費です）
申込：当日直接お持ちください。
協力：浦和おもちゃの病院

金曜日の放課後は「あいぱれっと」で遊ぼう！（小学生向け）
放課後子どもひろば（第 2 金曜日） 昔あそびひろば（第 4 金曜日）
地域のボランティアさんと卓球や風船バレーで一 地域のボランティアさんとかるた・けん玉・コマ・お
緒に体を動かしたり、学習できる場です。
手玉・折り紙・メンコ…一緒に遊びましょう。
日時：5 月 10 日(金) 15：30～17：30
会場：多目的ホール１
持ち物：勉強したい子は自習用具、
「自分発見パスポート」

卒業・進級パーティー

小学生向け講座

日時：5 月 24 日(金) 16：00～17：00
会場：多目的ホール 2
持ち物：「自分発見パスポート」

あいぱれっとボランティアの方が、特技を活かしてみんなに勉強や遊びを教えてくれます！
リサイクル工作や折り紙、卓球、風船バレーなど、楽しい遊びがいっぱい！
毎月第 1、3、５金曜日は、「小学生遊びスペー
ス」として、あいぱれっとスタッフが対応してい
ます。（未就学児は保護者同伴でどうぞ）

あいぱれっとゲーム部発足！？

あいぱれっと 1 周年「ヌゥ」登場！
「あいぱれっと」は開設から 1 周年を迎え
ました。そこで 1 周年を記念して、4/2 に
アートアドバイザー作田さんの協力で、さ
いたま市の PR キャラクター「ヌゥ」のオブ
ジェをみんなと一緒に制作！かわいいヌゥ
が完成しました。なんとそこに本物のヌゥ
も来てくれましたよ♪

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。直接来ていただいても、お電話でも相談で
きます。

土曜日の 13:00～20:0０は男性の
相談員による相談もできます。
℡

048－829－7064
（相談時間 9:00～20:00）

🌸「あいぱれっと お花見」報告🌸

3 月 28 日、八分咲きの桜の下で、「あいぱれっと お花見」事業を行いました。埼玉県立小川げんきプラザ職員の出張木工教室、さいたま市出身現役大
学生でもあるプロジャグラー串田さんのパフォーマンス、ボランティアのみなさんのアイデアで企画した昔あそびやメッセージカードコーナーなど、企画も盛
りだくさん。600 人を超える地域の方々でにぎわいました。お花見会場で書いていただいたメッセージカードは館内のつながりカフェに展示しました。
≪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
【電話】048-829-7043 【FAX】048-832-0127 【Web】http://i-palette.com
●受付時間 9：00～20：00 （水曜日休館）●

