
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日にち 時間 対象 定員 参加費 締切 

11/3 

（木祝） 

10：20～12：00 親子教室 / 小学 1～3年生の親子 親子 15組 
無料 

10/12 

必着 13：20～15：00 子ども教室 / 小学 4～6年生 30名 

10 

月

号 

令和 4 年１０月 1 日発行 

福岡市立中央児童会館あいくる 
〒８１０－００２１ 
福岡市中央区今泉１丁目１９－２２ 
       天神ＣＬＡＳＳ６階 
TEL（０９２）７４１－３５５１ 

 

〇日 時 １０月１６日（日）①10：00～11：00 ②13：00～14：00 

〇費 用 診察料 100 円（別途部品代は各自負担） 

〇申 込 １０月１日（土）より電話（741-3551）、FAX（741-3541）、事前来館にて先着 25 組程度 

※１組おもちゃ１個まで 

〇申込方法 氏名・電話番号・希望の時間・おもちゃの状態 

〇次 回 １１月２０日（日） 【申込】１１月１日（火）より開始 

あいくるであそぼう！ 
いろんなゲームで記録にチャレンジ！ 

 
①チャレン児

じ

☆ランキング 

期日 毎週日曜日 

時間 15:30～16:00 
 

≪１０月の種目≫ 

キャップつみ、たこ焼きゲーム 

いとまき、わりばしふりだし 1 本残し 

 
毎月第４日曜日に記録会を開催中！ 

１０月は２３日に行います。 

 

８月の記録 
【キャップつみ】 

りょうた（小３） １３個 

【たこ焼きゲーム】 

りょうた（小３） １１個 

【いとまき】 

Remi（小６）13秒７５ 

【わりばしふりだし 1 本残し】 

ミスターG（小４）9 秒１３ 

②グリーンタッチ 
屋上でお花や植物、土に触れよう！ 

 期日 １０月１日（土） 

時間 13:30～14:30  
 

      

③赤
あか

ちゃん先生
せんせい

 

プロジェクト 

期日 １０月２３日（日） 

時間 13:30～14:20  
 

      

赤ちゃんとのふれあいを通して、 

命の尊さにふれてみよう♪ 

 

④こうさくひろば 
廃材を使って、楽しい自由工作をしよう！ 

 

時間 ① 9：30～10：20 ②10：40～12：00 

    ③13：00～14：20 ④14：40～16：00 

 

10月 
８日/ ９日  

２２日/ ２３日/ ２９日 
1１月 

３日/ 12 日/ 13 日 

２６日/ 27 日 

⑤あそびの楽校
がっこう

 
放課後もみんなで遊ぼう♪ 

 平日の 16 時頃から１時間程度 

ドッチビーを中心にみんなで遊びます 

 

 ⑥みんなであそぼう 
学校・学年関係なし！一緒に遊べばみんな友達♡ 

 10 月 1 日（土）14：30～/15：05～ 

10 月 9 日（日）13：30～/14：05～ 

（各 25 分） 
 

      ドッヂビーをして遊びます 
※人数制限を行う場合があります 

 

 

⑦伝承
でんしょう

あそび 
昔あそびをみんなで楽しもう 

 
期日 10 月 8 日（土） 

時間 14:00～15:00  
 

      お手玉やけん玉などで遊びます 
※人数制限を行う場合があります 

 

 

⑧ふれあいひろば 
おじいちゃん・おばあちゃんと遊ぼう 

 
期日 10 月 22 日（土） 

時間 14:00～15:00  
 

      

【1１月】５日 
 

      

【1１月】2７日 
 

      

【1１月】５・26 日 
 

      

【1１月】12 日 
 

      

「人形劇団ピンコピン」の 

みなさんによる人形劇です 

定員：２０名 ※12:00 より整理券を配布 

 

 

【1１月】26 日 
 

      あいくるの SNSでは、あいくるの日頃の様子を見ることができます 

ホームページ Instagram 

@jidoukaikan_aikuru 

Twitter 

@jidoukan_aikuru 

Facebook 

子育て支援事業やイベントを 

カレンダーにまとめました。 

右記QRコードよりご覧ください。 

体験型・空港のお仕事教室 
空港のお仕事を楽しく学んだり、体験することが出来ます 

 

参加無料・申込不要 

どんぐり・落ち葉拾いや簡単な工作など自然の中での遊びを楽しみます 

日時：10月 7日（金）13：00～15：00 
※好きな時間から自由にお越しください 

対象：幼児と保護者 

会場：舞鶴公園内 多門
た も ん

櫓
やぐら

付近（福岡市中央区城内 1） 

※現地集合・現地解散です。 

※雨天の場合は中止です。 

※中止の場合は、当日あいくるのホームページにてお知らせします。 

参加無料   ⑤・⑥は小学生以上が対象です 

 

参加無料・申込不要 

日時：10月 10日（月祝）13：00～16：00 

対象：小中高生・幼児と保護者 

トランプやジェンガ、輪投げに魚つりなど 

みんなもよく知るあの遊びがジャンボサイズに!! 

この日だけの特別なあそびをみんなで楽しもう♪ 
 

※人数制限を行う場合があります。 

※天候や感染症の状況により、イベント内容が変更になる場合があります。 
 

 

 

 

①クラブ・イベント用申込フォーム…あいくるホームページから締切日までにお申込みください。 

②往復はがき…下記必要事項の記入して、各締切日までにあいくる宛にご郵送ください。 

③事前に来館…返信用の 63 円はがきを１枚ご持参ください。 

【必要事項】希望のイベント・クラブ名/参加者氏名/住所/生年月日/学年/電話番号 

【宛  先】〒810-0021 福岡市中央区今泉 1-19-22 天神 CLASS6 階 福岡市立中央児童会館 あいくる 

各申込方法※申込み多数の場合は抽選となります 

ご利用案内 

《開館時間》9：00～21：00 ※５階フロア（子どもプラザ・一時預かり・児童体育室）は 18:00 まで 

《対  象》児童会館/0歳～おおむね 18歳未満※保護者同伴の場合を除き、小学生 18:00・中学生 19:00・高校生 21:00 まで 

        子どもプラザ/乳幼児とその保護者 

      一時預かり/生後 6ヶ月以上の乳幼児 

      ※乳幼児の利用は、必ず保護者（大人）の同伴が必要です。 

〇６階に給水スポットを設置しています。ぜひマイボトルをお持ちください。 

〇ご来館、イベント等にご参加の際は、マスクをご着用ください。（小学生以上） 

現在、飲食談話コーナー含め館内での食事（おやつも含む）をご遠慮いただいております。（離乳食のみ可） 

【１０月の休館日】3 日（月）/ 11 日（火）/ 17 日（月）/ 24 日（月）/ 31 日（月） 

おもちゃびょういん おもちゃのお医者さんがやってきて、みんなの大切なおもちゃを修理してくれます。 

《お問い合わせ》 

あいくる 

TEL：092-741-3551   FAX：092-741-3541 メールアドレス：info@jidoukaikan-aikuru.or.jp 

子どもプラザ のびのび・一時預かり 

TEL：092-741-3564   FAX：092-741-3510 

 

 

花だんの手入れと 

お花の種植えをします 
 

 

 

日 時：10月３0日（日） 13：00～16：00 対 象：小中高生・幼児と保護者 
 

あそびや工作がいっぱい！みんなでハロウィンを楽しもう！ 

仮装グッズを作ろう！ 

廃材を使って自由に 

工作してみよう！ 

ハロウィンのゲームであそぼう！ 

ハロウィンにちなんだゲームで 

あそんでみよう！ 

オバケもビックリ⁉ 

ビックリ箱を作ろう！ 

時間：①13:00～ 

   ②14:30～（各回 60 分程度） 

定員：各回１５名 
※12 時より６階にて整理券を配布します 

※イメージ図 

 

 

オリジナルの仮装をして、街へパレードに出かけよう！ 
 

日 時：１０月３０日（日） １０：００～１１：３０  

対 象：小中高生  定員：１５名程度  

申 込：下記申込方法参照  申込締切：１０月１６日 必着 
 

 

※天候や感染症の状況により、イベント内容が変更になる場合があります。 

 

※イメージ図 

mailto:info@jidoukaikan-aikuru.or.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あいくるの子育て支援事業 参加無料 

実施時間①10：30～11：30 ②14：00～15：00 ①と②の内容は同じです ※「すくすくげんき」は①のみ 

にこにこタイム 

火 
歌やお話、製作あそびなどゆっくり親子あそびを楽しもう 

４日 つくってあそぼう！/１８日 みんなであそぼう！/２５日 １１月のカレンダーづくり 

１１月の実施日…１日/8日/１5日/22日 

≪対 象≫ 

２歳以上の幼児と保護者 

 

水 
すくすくげんき 歌やふれあいあそびなど、赤ちゃんがよろこぶあそびがいっぱい！ 

１２日 ミニミニ運動会 / ２６日 クレヨンでおえかきあそび 

１１月の実施日…2 日/９日 

≪対 象≫ 
２歳未満でひとり歩きが 

まだの赤ちゃんと保護者 

 

１１月の実施日…１０日/１７日/2４日 木 
わいわいタイム 体をいっぱい動かしてみんなでげんきにあそぼう！ 

６日 ミニ運動会 / ２０日 ハロウィンの製作 / ２７日 ティッシュで遊ぼう ≪対 象≫ 

２歳以上の幼児と保護者 

 

１１月の実施日…4 日/１1 日/2５日 
金 

ぎゅーぱっ！ 楽しい歌やお話、かわいい体操などみんなで楽しもう 

１４日 アスレチックであそぼう / ２１日 ボールであそぼう / ２８日 ハロウィンの工作 
≪対 象≫ 

２歳未満でひとり歩きが 

できる乳幼児と保護者 

 

期  日  １０月１９日（水）さざんぴあ博多（博多区南本町二丁目 3―1） 

時  間  ①10：00～10：30 自由あそび→お好きな時間にお越しください。  

     ②10：30～11：30 親子あそびプログラム→歌ったりお話を聞いたり親子で楽しく遊びます。 

     ③11：30～12：00 自由あそび→プログラム終了後も広いフロアで遊ぶことができます。 

対  象  ２歳以上の幼児と保護者 
※公共の交通機関でお越しください。 ※動きやすい室内履きをご持参ください。 

広い体育館で楽しい親子あそびの時間 参加無料・申込不要 

あいくるがやってくる！ 【１１月の実施日】 

１１月２９日（火） 

西体育館 

利用方法 
利用日の前日にお電話（092－741-3564） 
または来館にてご予約ください。 

※前日が休館日の場合は、休館日の前日の開館日に 
ご連絡ください。 

※同日の複数時間帯の利用はできません。 
※ご予約の際に希望の時間帯（A/B/C）をお伝え下さい。 
※予約に空きがある場合は当日受付も可能です。 

※37.5 度以上の熱がある方、体調不良の方、感染症に 
かかっている場合・保育園や幼稚園がコロナウイルスの関係で 
休園などの場合は来館をご遠慮ください。 

 
【利用時間】 

◆Ａ  ９：００～１２：００ 

◆Ｂ １３：００～１５：００ 

◆Ｃ １６：００～１８：００ 

プログラムや講座、相談会も事前予約制となります。  

【予約開始日】のびのびタイム・ミニ講座 →各実施日の前日 

各相談会 →受付中 

あかちゃんといっしょ 
期  日  １０月 ５日（水）東体育館（東区香住ヶ丘 1 丁目 12―2） 

時  間  10：30～11：30 

対  象  ひとり歩きがまだの乳幼児と保護者 
※公共の交通機関でお越しください。 ※動きやすい室内履きをご持参ください。 

※会場は板張りです。お子様を寝かせたときに敷くものをご持参ください。バスタオル等どんなものでも構いません。 

【１１月の実施日】 

１１月１８日（金） 

博多体育館 

ミニ講座  様々なプログラムを親子で楽しめます 

期日/時間 １０月２８日（金）/11：15～11：45 

内容 『親子で楽しむ英語でリトミック』を楽しみます。 

1１月の実施日：2５日 

子育て相談会 

 

子育てに関する気になる事などお気軽にご相談いただけます 

期日 １０月１９日（水） 

時間 ①１０：３０ ②１０：４５ ③１１：００ ④１１：１５ ⑤１１：３０ ⑥１１：４５（各 10分） 

内容 『保健師』さんがお見えになります。 1１月の実施日：1６日 

子育てコンシェルジュ相談会 

 
子育てに関する様々な情報を提供してくださいます 

期日 １０月６日（木） 

時間 ①１３：３０ ②１３：４５ ③１４：００ ④１４：１５ ⑤１４：３０ ⑥１４：４５（各10分） 

内容 子育ての「困った」や「わからない」がご相談いただけます 

1１月の実施日：１０日 

世界各国の木製おもちゃがいっぱい！ 

簡単な木のおもちゃ作りも実施！ 
 

〇日時 10 月 13 日（木）１０：００～１２：００ 

〇対象 乳幼児と保護者 先着 15 組程度 

〇費用 おもちゃ１個につき 200 円（材料費として） 

〇申込 １０月４日（火）より電話（741-3551）、 

    FAX（741-3541）、事前来館にて受付 

〇申込内容 保護者名、お子様名（年齢）、電話番号 

〇次回 １１月１８日（金） 【申込】1１月８日(火)より開始 

 

10月はカメラを 

つくります 

 

参加無料 

アスレチックあそびやふれあいあそび、製作など 
楽しい親子遊びを行います！ 
 
○日 時 10 月 19 日（水）１１：００～１２：００ 
○対 象 １～２歳児の幼児と保護者 先着 15 組 
〇申 込 10 月 18 日（火）より電話（741-3551）、 

事前来館にて受付 
〇次 回 １１月 16 日（水） 
【申 込】１１月 15 日（火）より開始 

中高生がメインのミニライブを月１開催中！ 

あいくるライブ ◇日 時 毎月第４日曜日 

◇時 間 1５：00～（30分程度） 

◇場 所 ６階交流スペース特設ステージ 

《出演者募集中》 

バンド演奏やダンス、演劇など何でもOK！ 

詳細はあいくるスタッフまで。 

今月は 10月 30日を予定しています 

毎週日曜日 11：00よりオンエア中 

あいくるラジオ 
あいくるを利用している高校生がパーソナリティを務めるラジオ番組です。 

音楽や流行、時事ネタなど毎週様々な話題をお届けしています。 

パーソナリティも募集しています。あいくるスタッフまでお尋ねください。 

《あいくるラジオの視聴方法》 
① ラジオ FM77.7MHz（中央区と一部周辺のみ） 

② アプリ「リスラジ」やコミュニティラジオ天神ＨＰ（Ｙｏｕｔｕｂｅ） 

③ あいくるＨＰのじどうかんちゃんねるで「あいくるラジオ」と検索 

※ラジオ以外はＢＧＭや番組中の楽曲が流れません。 

ボードゲームやおしゃべりでホッとひと息 

中高生タイム 

◇日 時 毎週水曜日 

      18：30～19：30  
※中学生は 19：00まで 

◇場 所 6階交流スペース 

参加無料 

児童館においでよ 

居るところがなかったら、児童館においでよ。 

やることがなかったら、児童館においでよ。 

話せる人がいなかったら、児童館においでよ。 

わかってくれる人がいなかったら、児童館においでよ。 

がまんできなくなるほどしんどくなる前に、児童館においでよ。 

 

いま、心は疲れていませんか？ 

うれしい気持ち 

かなしい気持ち 

いろんな気持ち 

話せる人はいますか？ 

あいくるもあります 

あなたの事を待っています 

10月の実施予定日…5日/ 12日/ 19日/ 26日 

乳幼児対象の催し 

歌やお話が楽しめます のびのびタイム  

期日/時間 １０月 ７日（金）/11：15～11：45 

      １０月１３日（木）/14：15～14：45  

※１３日は１０月生まれのお誕生日会です。 

1１月の実施日：１２日・１８日・29 日 

●10月出演予定● 

2日 すず 

 9日 こうき&ゆうり 

16日 こよ&さば 

      ４人組(仮) 

23日 ４人組（仮） 

30日 よい/こよ 


