令和元年 10 月発行

さいたま市子ども家庭総合センター

NEWS

10 月
号
≪発行≫

さいたま市子ども家庭総合センター『あいぱれっと』

【住所】〒330-0071

１階

さいたま市浦和区上木崎 4-4-10 1 階

【電話】048-829-7043【FAX】048-832-0127【Web】http://i-palette.com
日

月

火
1

『★』は

★紙芝居
10:30～11:00

6
7
いざというときの乳幼児救急法
10:00～12:00

8
9 休館日
はじめての離乳食
～みんなでモグモグ～
10:00～11:30

14 体育の日
新幹線をつくろう
①10:30～②13:30～

●開館時間 9:00～20:00（水曜日・12/29～1/3 休館）●

水
2 休館日

事前申込不要です！

13

指定管理者アイル・オーエンスグループ

15
16 休館日
★ダブルケアカフェ
10:00～12:00

木

金

3
4
★絵本の読み語り 絵本の世界をたのしもう！
10:30～11:00
10:00～11:00
★小学生の遊びスペース
15:30～17:00
あいぱれっとごはん
17:30～18:30
10
11
★放課後子どもひろば
15:30～17:00

17
18
★絵本の読み語り ★小学生の遊びスペース
14:30～15:00
15:30～17:00

土
5
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
キャリア形成支援（教
職員向け）
12
ちひろの水彩技法ワークショップ
10:00～11:30
囲碁ひろば⑤
13:30～15:30
19 臨時休館日

★紙芝居
14:30～15:00
22 即位礼正殿の儀
23 休館日
デコレーションケーキをつくろう
10:00～12:00

20
21
ハロウィーンパーティー
14:00～15:00

27
28
29
★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
★あいぱれっと GAME 部
14:00～17:00

30 休館日

24

25
26
★昔あそびひろば
秋の親子クッキング
16:00～17:00
10:00～12:30
ハロウィンメガネを
つくろう
11:00～

31

※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。

臨時休館のお知らせ
日時：10 月 19 日（土）終日
設備点検による全館停電のため
小学生対象

要申込み

ダブルケアをしている方対象

４才～小学生（幼児は保護者同伴）対象

ダブルケアカフェ＠あいぱれっと

Halloween Party（ハロウィーンパーティー）

子育てと介護など、ダブルケアをしている方同
士、気軽に集まってお喋りしませんか。お茶と
お菓子を用意してお待ちしています。
日時：10 月 15 日(火) 10:00～12:00
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
(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

英語の読み聞かせ・手遊び・工作など、おかし
をもらってハロウィーンを楽しみましょう！
日時：10 月 20 日(日) 14:00～15:00
会場：多目的ホール 1・2
定員：抽選 30 組 費用：500 円
持ち物：ふた付きの飲み物、持ち帰り用袋、
コスチューム（持っている方）
申込：9 月 28 日（土）～10 月 4 日（金）
電話又は総合案内へ
講師：川崎 静 氏

小学生と保護者対象

小学 1～3 年生対象

要申込み

要申込み

※アレルギー対応は致しかねますのでご了承ください。
要申込み

デコレーションケーキをつくろう 秋の親子クッキング

うんどうひろば

パティシエに挑戦！ひとり 1 個（約 12 ㎝）
のデコレーションケーキを作ります。
作ったケーキはお持ち帰りできます。
日時：10 月 22 日(火) 10:00～12:00
会場：調理室
定員：抽選 16 名 費用：800 円
持ち物：エプロン・三角巾
申込：10 月 7 日（月）～10 月 14 日（月）
電話又は総合案内へ
協力：ベルエポック製菓調理専門学校

風船を使って、みんなで楽しくできる運動を考
えて、やってみよう♪運動が苦手な子もきて
ね！
日時：11 月 3 日(日) 10:00～11:00
会場：多目的ホール 1・2
費用：無料
汚れてもよい、
動きやすい服で♪
定員：先着 20 名
持ち物：ふた付きの飲み物
申込：10 月 25 日（金）～定員になり次第〆切
電話又は総合案内へ

※アレルギー対応は致しかねますのでご了承ください。

ケーキのようなカラフルお寿司、ポテトサラ
ダ、フルーツゼリーをつくります。
日時：10 月 26 日(土) 10:00～12:30
会場：調理室
費用：500 円／2 人 1 組
定員：抽選 10 組
持ち物：エプロン・三角巾・フキン
申込：10 月 12 日（土）～10 月 20 日（日）
電話又は総合案内へ
講師：大久保 悦子氏
（調理師・野菜ソムリエ・食育インストラクター）

ぱれっと
＜9 月 27 日

新登場！＞

オリジナル大型展示「ころころぱれっ
と」をつながりカフェに設置します。
ボールがころころ転がっ
て、いろいろなしかけを通
ってゴールします。ゴール
した地点によって上に付い
ているパレットの色が変化
します。ボールのゆくえを目で追うだけで
も楽しい装置です。
ぜひ、遊びに来てください。
要申込み

3 か月～未就園児と保護者対象

ベビーとママのふれあい体操

要申込み

中高生年代対象

ユカシのドラム講座

ドラムやろうぜ！

初心者大歓迎のドラム講座です。この春、軽音
楽を始めたばかりの中高生ドラマーの方、是非
この機会にスキルアップしましょう！
日時：11 月 10 日(日)13:00～15:00
会場：バンドスタジオ
定員：先着 5 名
費用：無料
持ち物：ドラムスティック、ふた付きの飲み物
申込：10 月 5 日(土)～ 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（「スティーリー・初段」ドラム担当）
2 歳～未就園児と保護者対象

要申込み

親子で体操！

●紙芝居
10 月 1 日（火）10:30～11:00
講師：さいたま紙芝居研究会
10 月 15 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
10 月 3 日（木）10:30～11:00
講師：一茶良子とぱぴぷぺぽん♪
10 月 17 日（木）14:30～15:00
講師：子どもコンシェルジュ
☆最後にジャンボリー・ミッキーを踊ります♬
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

親子でふれあいを楽しみながら、丈夫でバラン 親子で体を動かして、踊ったり、直線走り、ジ 出産前後の育児の疑問にずばりお答えしま
スのとれた身体を育みましょう。
グザグ走り、リレーでバトン渡しをします。
す！育児全般の講習と沐浴実習を行います。
※３時間近い座学になりますので、体調を見
日時：11 月 12 日(火) 10:00～11:00
会場：多目的ホール 1
汚れてもよい、
定員：抽選 20 組
動きやすい服で♪
費用：無料
持ち物：室内用運動靴、ふた付きの飲み物
申込：10 月 24 日(木)～10 月 27 日(日)
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
どなたでも

日時：11 月 16 日(土)10:00～11:00
会場：多目的ホール 1
汚れてもよい、
定員：先着 25 組
動きやすい服で♪
費用：無料
持ち物：室内用運動靴、ふた付きの飲み物
申込：10 月 7 日（月）～定員になり次第〆切
電話又は総合案内へ
講師：親子体操協会

企画展（パネル展）

要申込み

私たちは『買われた』展

～私たちが、いま、ここに生きていることを知ってほしい。～

家庭での虐待やネグレクト、DV、学校でのい
じめ、不登校など…「買われる」までに至った
少女たちの背景や経緯、思いなどを綴ったパネ
ルを展示する企画展を埼玉県内で初めて開催

共催：kokokara ねっと埼玉
後援：埼玉県、さいたま市、さいたま市教育

します。
日時：11 月 8 日(金)～10 日（日）
10:00～19:00（最終入場 18:30）
会場：多目的ホール 1・2
入場料：当日 1,500 円、前売り 1,300 円（高校生以下無料）

よるグループ）／(一社)Colabo
問合せ：kokokara ねっと埼玉

委員会他

企画：Tsubomi（Colabo とつながる少女に

（kokokara.net.saitama@gmail.com）

て無理のないようご参加ください。
日時：11 月 17 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
持ち物：筆記用具、バスタオル、ふた付きの飲み物
申込：10 月 4 日（金）～定員になり次第〆切
電話のみ
講師：岡田 美香氏(さくら助産院院長)

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。土日祝も相談できます。
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。
相談受付電話

前売り券購入サイト：

048－829－7064

受付時間：9:00～20:00（水曜日休館）

https://kawaretaten-saitama.
peatix.com
どなたでも

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 あいぱれっとで蘇るおもちゃの病院
～スヌーズレン体験～

8/26 あいぱれっとごはん “食べるを楽しむ”
みんなでいっぱい食べて新学期へスタート！

毎月 5 日に開催♪
毎月第 4 日曜日に開催♪
夏休み最終日「あいぱれっとごはん」が開催されまし
五感をやさしくしげきする部屋 大好きなおもちゃが動かない！そ た。埼玉県産の旬な有機野菜をたっぷり使用したメニュ
で、リラックス体験しませんか？ んな時にはおもちゃの病院へどう ーに、野菜が苦手な子は少し戸惑い気味。しかし、みん
※ 光の刺激で発作を起こしやすい方や
小学生以下のお子さんは、介助者・保
護者の同伴が必要です。

ぞ。（電子機器類は取り扱いできません）
日時：10 月 27 日(日)10:00～12:00
日時：10 月 5 日(土)10:00～16:30 会場：多目的ホール 1
費用：修理代無料・部品代実費。部
定員：1 回 1 グループ最大 4 名
品代の目安は大体 50～100
費用：無料
円で最大でも 500 円です。
当日、総合案内にて先着順で体験
申込：当日直接お持ちください。
可能な時間をご案内
協力：浦和おもちゃの病院
します。(体験時間 20 分／回)

なで楽しく食事をする中で苦手な野菜にも挑戦し、「お
いしかった」と、すべて完食！後片付けは子どもたちだ
けで行い、食器はピカピカになっていました。
「みんなで楽しく食べること」で、子どもたちの成長
につなげたいですね。
【食材提供】のりす㈱、㈱風の丘ファーム、オーガニックファーム所沢農人、
陽子ファーム、㈱アイル・クリーンテック他（順不同）

※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●開館時間 9:00～20:00（水曜日・12/29～1/3 休館）●

