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●受付時間 9：00～20：00 （水曜日休館）●

木
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1

『★』は事前申込不要です。

4

5
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7 休館日

★水かけあそびでクールダウン ★紙芝居
ドラムやろうぜ！
13:00～15:00
9:45～11:00
10:30～11:00
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
11 山の日

12 振替休日

2

3

★小学生の遊びスペース しゃぼんだまアート①
★絵本の読み語り
10:00～11:00
15:30～17:30
10:30～11:00
しゃぼんだまアート②
11:15～12:15
8
9
10
（水かけあそび予備日）

わくわく親子運動会
10:00～11:15
13

土

絵本の世界をたのしもう！
10:00～11:00
★小学生の遊びスペース
15:30～17:30

14 休館日

15

16

17

就活準備講座①
就活準備講座②
13:30～15:30
13:30～15:30
★絵本の読み語り
★小学生の遊びスペース
14:30～15:00
15:30～17:30
18

19

子どもコンシェルジュ体験
10:00～12:00

20

21 休館日

22

23

★ダブルケアカフェ
10:00～12:00
★紙芝居
14:30～15:00

25
26
27
出産準備講座
絵本をつくろう
9:30～12:00
10:00～12:00
★おもちゃの病院
10:00～12:00
★あいぱれっと GAME 部
14:00～17:00
英語でお・も・て・な・し体験
16:00～17:00

24

フリースタイルダンス
就活準備講座③
9:30～11:00
13:30～15:30
★昔あそびひろば
16:00～17:00
28 休館日

29

30

31

★小学生の遊びスペース
15:30～17:30

※日程・時間などは変更になる可能性がありますので、あらかじめご承知おきください。詳細は、各チラシでご確認ください。
中高生年代対象

要申込み

ドラムやろうぜ！
申込不要！

●あいぱれっと なつまつり
7 月３０日（火）10:00～12:00
会場：多目的ホール１・２

●水かけあそびでクールダウン!!
８月５日（月）９:４５～１１:００
（雨天時予備日 8 月８日（木））
会場：はらっぱ
ぬれてもよい服装でお越しください！

お知らせ
電気設備定期点検に伴い、10 月 19 日（土）終日
は臨時休館日となります。

要申込み

フリースタイルダンス

ユカシのドラム講座。レベル不問。初心者でも OK DANCE で自分の「色」を表現しよう！

※ 駐車場は大変混雑しますので、公共交通機 です。文化祭直前対策としてもどうぞ！
関をご利用ください。

中高生年代対象

日時：8 月 4 日(日) 13:00～15：00
会場：バンドスタジオ

日時：8 月 24 日(土) 9:30～11：00
会場：ダンススタジオ
費用：無料
定員：先着（中学生 4 名＋高校生及び未成年者 4 名）

定員：先着５名
費用：無料
持ち物：ふた付きの飲み物、ドラムスティック
申込：受付中～定員になり次第〆切

持ち物：ふた付きの飲み物、シューズ、タオル
申込：8 月 3 日（土）～8 月 20 日（火）
定員になり次第〆切

電話又は総合案内へ
講師：下川 由加志氏

電話又は総合案内へ
講師：MASA-C 氏

3 か月～未就園児と保護者対象

要申込み

ベビーとママのふれあい体操

2 歳～未就学児と保護者対象

要申込み

絵本の世界をたのしもう！

親子でふれあいを楽しみながら、丈夫でバランス 想像してみよう！いろいろな言葉に触れてみよう！
のとれた身体を育みましょう。
日時：9 月 3 日(火) 10：00～11：00
会場：多目的ホール 1・2

大型絵本や紙芝居を読みます。親子でたのしい手
遊びや身近なもので工作もやってみましょう♪
日時：9 月 6 日(金) 10：00～11：00

定員：抽選 20 組
費用：無料
持ち物：室内用運動靴、ふた付きの飲み物

会場：多目的ホール 1
定員：先着１0 組
費用：無料

申込：8 月 1 日(木)～8 月 6 日(火)
電話又は総合案内へ
講師：特定非営利活動法人 親子体操連盟

持ち物：ふた付きの飲み物
申込：8 月 5 日(月)～定員になり次第〆切
電話又は総合案内へ

3 歳以上の未就学児と保護者対象

要申込み

あいぱれっと ABC④

出産を控えた方とご家族対象

要申込み

出産準備講座あかちゃんこんにちは

4 か月～６か月の乳児と保護者対象

要申込み

わらべうたを歌ってあそぼう！

英語の読み聞かせや歌、手遊び等。自宅でも楽 育児全般の講習と沐浴実習を行います。
子守歌のように語りかけ、ゆったりとした時間を楽
しく実践できる Playful Learning を学びます。
※３時間近い座学になりますので、体調を見て無 しみます。（全３回ご参加できる方対象）
日時：9 月 12 日(木) 16：00～17：00

理のないようご参加ください。

日時： １回目9 月 30 日（月）10：30～11：15

会場：多目的ホール１
定員：抽選 15 組
費用：無料

日時：8 月 25 日(日)9:30～12:00
会場：多目的ホール 1
定員：先着 20 名
費用：無料

２回目１０月２８日（月）10：30～11：15
３回目１１月２５日（月）10：30～11：15
会場：多目的ホール 1

持ち物：ふた付きの飲み物
申込：9 月 6 日（金）～9 月 8 日（日）
電話又は総合案内へ

持ち物：筆記用具、バスタオル、ふた付きの飲み物
申込：受付中～定員になり次第〆切
電話のみ

定員：先着 10 組
費用：無料
申込：8 月 19 日(月)～定員になり次第〆切
電話又は総合案内へ

講師：川崎 静 氏

講師：岡田 美香氏(さくら助産院院長)

汚れてもよい、
動きやすい服で
♪

講師：浦和子どもの本連絡会

ダブルケアをしている方対象

●紙芝居
8 月 6 日（火） 10:３０～11:00
講師： さいたま紙芝居研究会
8 月 20 日（火） 14:30～15:00
講師：さいたま子ども文化研究所
●絵本の読み語り
8 月 1 日（木） 10:３０～11:00
講師：一茶良子とぱぴぷぺぽん♪
8 月 15 日（木） 14:30～15:00
講師：子どもコンシェルジュ

ダブルケアカフェ＠あいぱれっと

なんでも若者相談窓口

子育てと介護、子育てと障害児のケアなど、ダブ
ルケアをしている人同士、気軽に集まってお喋りし

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。

ませんか。お茶とお菓子を用意してお待ちしてい
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

日時：8 月 20 日(火) 10：00～12：00

きます。土日祝も相談できます。

会場：つながりカフェ
申込：不要。出入り自由。（お子さん同伴でいらっ
しゃる場合は事前にお知らせください。）
定員：なし
費用：無料
共催：浦和区地域包括支援センター

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。
相談受付電話 048－829－7064

受付時間：9:00～20:00（水曜日休館）

(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

当日先着申込み

どなたでも

五感をやさしくしげきする部屋
光・音・香り・触覚・振動など感覚を

～スヌーズレン体験～
光の刺激で発作を起こしやす

どなたでも

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。

やさしくしげきする部屋で、ゆったり
とした時間を過ごしませんか。

（テレビゲーム等電子機器類は取扱いできません）
お子さんは保護者同伴でお越しください。

日時：8 月 5 日(月) 10：00～16：30
定員：1 回 1 グループ最大 4 名

毎月第 4 日曜日に開催♪
日時：8 月 25 日(日) 10：00～12：00
会場：多目的ホール 2

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)

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

い方や小学生以下のお子さん
が体験する際には、介助者・保
毎月５日に開催♪（休館日の場合は 4 日） 護者の方の同伴が必要です。

※日程・時間などは変更になる可能性がありますので、あらかじめご承知おきください。詳細は、各チラシでご確認ください。

≪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）●

