
教室名 日時 対象 定員 参加費

① 空港のお仕事体験教室 7/30（土）

10：30～12：00 小学 1～3年生の親子 親子 15組

無料13：00～14：30 小学 4～6年生 30名

15：00～16：00 中学生 10名程度

② 浴衣着付け体験 8/2（火） 13：00～15：30 中学生・高校生 10名 無料

③ 障がいについて学ぼう 8/18（木） 14：00～15：00

④ 博多の文化に触れよう 8/19（金） 13：00～15：00
小学生

（１・２年生は保護者同伴、

３年生以上は子どものみの参加可）

10組 500円

⑤ バルーンアート教室 8/23（火） 14：00～15：00 小学生 20名 500名

教室名 日時 対象 定員 参加費

①

空港のお仕事体験教室

7/30（土）

10：30～12：00 小学 1～3年生の親子 親子 15組

無料13：00～14：30 小学 4～6年生 30名

15：00～16：00 中学生 10名程度

② 浴衣着付け体験 8/2（火） 13：00～15：30 中学生・高校生 10名 無料

③ 障がいについて学ぼう 8/18（木） 14：00～15：00

④
博多の文化に触れよう

8/19（金） 13：00～15：00
小学生

（１・２年生は保護者同伴、

３年生以上は子どものみの参加可）

10組 500円

⑤ バルーンアート教室 8/23（火） 14：00～15：00 小学生 20名 500名

教室名 日時 対象 定員 参加費

① 空港のお仕事体験教室 7/30（土）

10：30～12：00 小学 1～3年生の親子 親子 15組

無料13：00～14：30 小学 4～6年生 30名

15：00～16：00 中学生 10名程度

② 浴衣着付け体験 8/2（火） 13：00～15：30 中学生・高校生 10名 無料

③ 障がいについて学ぼう 8/18（木） 14：00～15：00

④ 博多の文化に触れよう 8/19（金） 13：00～15：00
小学生

（１・２年生は保護者同伴、

３年生以上は子どものみの参加可）

10組 500円

⑤ バルーンアート教室 8/23（火） 14：00～15：00 小学生 20名 500名

教室名 日時 対象 定員 参加費

① 空港のお仕事体験教室 7/30（土）

10：30～12：00 小学 1～3年生の親子 親子 15組

無料13：00～14：30 小学 4～6年生 30名

15：00～16：00 中学生 10名程度

② 浴衣着付け体験 8/2（火） 13：00～15：30 中学生・高校生 10名 無料

③ 障がいについて学ぼう 8/18（木） 14：00～15：00

④ 博多の文化に触れよう 8/19（金） 13：00～15：00
小学生

（１・２年生は保護者同伴、

３年生以上は子どものみの参加可）

10組 500円

⑤ バルーンアート教室 8/23（火） 14：00～15：00 小学生 20名 500名

月
号

令和 4 年１２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

申込締切：１２月４日（日）必着 

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 
※「宮崎のお花でアレンジメント」に参加ご希望の方は「希望時間」もご記入ください。

【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 

１２ 

１月から始まる幼児体育クラブ 

 

 

実 施/毎週水曜日（全８回） 

時 間/15：00～16：00 

対 象/H28.4.2生～H29.4.1生 

参加費/1，000円 

定 員/30名 

※クラブに所属期間中は、他のクラブに重複して参加することができません。

また、活動日は都合により予定と変わる場合があります。

※表記している参加費は全回数分となります。

宮崎のお花でアレンジメント 

 
実施日/１２月２４日（土） 

時  間/①１０：３０～②１３：００～③１５：００～ 

  （各回４５分程度） 

対  象/４歳～中高生（幼児は保護者同伴） 

参加費/５00円 

定 員/各回 16名 

参加無料・申込不要 

クリスマスの工作やバルーン飾りづくり、

おはなし会を楽しみます。 

日時：１２月２４日（土）１３：００～１６：００ 

対象：小中高生・幼児と保護者 

※一部、整理券が必要なコーナーがあります。

当日 12 時から 6 階にて整理券を配布します。

家族・きょうだい分のみのお渡しとなります。

※人数制限を行う場合があります。

参加無料・参加には整理券が必要です 

折り紙を使って、お正月飾りを作ります。 

小中高生・幼児と保護者

※一部、整理券が必要なコーナーがあります。

整理券は当日 12時から 6階にて整理券を配布します。

※人数制限を行う場合があります。

日にち：１２月２７日（火） 

時 間： ①13：00～14：00 

②14：30～15：30

対 象：小中高生 

※当日 12 時から 6 階にて整理券を配布します。

家族・きょうだい分のみのお渡しとなります。

参加無料・申込不要 

こままわし・だるまおとし・はねつき等 

お正月ならではのあそびを楽しみます。 

日 時：１月４日（水） 13：00～16：00 

対 象：小中高生・幼児と保護者 

※こままわしは雨天中止となります。

参加無料・申込不要 

2023年の抱負や願いごとを毛筆で 

書いてみよう！ 

日 時：１月５日（木） 13：３0～1５：３0 

対 象：小中高生・幼児と保護者 

※人数制限を行う場合があります

 参加無料・参加には整理券が必要です 

日 時：１月 6日（金） 13：３0～1５：00 

対 象：小中高生・幼児と保護者 

※当日 12時から 6階にて整理券を配布します。

家族・きょうだい分のみのお渡しとなります。

人形劇団「ののはな」による 

【公演演目】 

人形劇「ともだち劇場」（45分程度） 

ワークショップ「パタパタちょうちょ作り」（30分程度）

※イメージ



 

 

〇日 時 １２月１８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 １２月１日（木）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 １月１５日（日） 【申込】１月 5 日（木）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

≪１２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！ 

１２月は２５日に行います。 

１０月の記録 
【キャップつみ】 

ピーナッツ（小５） 11 個 

【たこ焼きゲーム】 

しおみ（小６）・まこ（小２） 

10 個  

【いとまき】 

たかすけ（小５）17 秒 89 

【わりばしふりだし１本残し】 

まひ（小４）23 秒 71 

②グリーンタッチ
屋上でお花や植物、土に触れよう！ 

期日 １２月３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 １２月２５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

12月 
１０日/ １１日 

２５日/ ２７日 
1月 

４日/  ５日/  ６日/ ９日 

１４日/２2 日/２８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 

※冬休み中は不定期開催です

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♡ 

１２月  ３日（土）14：30～/15：05～ 

１２月２５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 １２月１０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 １２月２４日（土） 

時間 14:00～15:00  

【1 月】7 日 【1 月】22 日 

【1 月】7 日・15 日 【1 月】14 日 

「折り紙ボランティアいちご会」 

のみなさんと折り紙あそびをします 

 【1 月】2８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。

参加無料 ⑤・⑥は小学生以上が対象です

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） 

【１２月の休館日】５日（月）/１２日（月）/１９日（月）/２６日（月）/２８日（水）～３１日（土） 

※年末年始は、１２月２８日（水）～１月３日（火）までお休みです。

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 

http://#


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「あかちゃんといっしょ」の今年度の実施は終了しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あいくるの子育て支援事業 参加無料・申込不要 

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 

火 
にこにこタイム 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 

６日 おはなしいっぱい / １３日 リズムあそび / ２０日 １月のカレンダーづくり 

１月の実施日…17 日/24 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！ 

７日 もうすぐクリスマス / ２１日 ハイハイごろごろうんどうあそび 

１月の実施日…１８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 

 

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！ 

８日 ボールで遊ぼう / １５日 お手紙を書こう / ２２日 アスレチックで遊ぼう 

１月の実施日…12 日/19 日/26 日 

≪対 象≫ 

２歳以上の幼児と保護者 

 

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 

２日 楽器であそぼう / ９日 お手紙をかこう / １６日 クリスマスの工作 

１月の実施日…20 日/27 日 

≪対 象≫ 
２歳未満でひとり歩きが 

できる乳幼児と保護者 

 

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！ 
期 日  １２月  １日（木） 南体育館（南区塩原２丁目８－１） 

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。 

※１２月１４日に城南体育館で実施予定でした「あいくるがやってくる！」は会場の都合により中止となりました。 

利用時間 

午前  ９：００～１２：３０ 

午後 １３：３０～１８：００ 

※１２：３０～１３：３０は消毒・換気のため利用できません 

歌やお話・ふれあいあそびが楽しめます のびのびタイム  

期日/時間 １２月７日（水）/14：15～14：45 

      １２月１４日（火）・２７日（火）/11：15～11：45 

※２７日は１２月生まれのお誕生日会です。 

1 月の実施日：6 日・１１日・１３日・２５日 

 

 
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 １２月２３日（金）/11：15～11：45 

内容 親子でクリスマス会を楽しみます。 1 月の実施日：２７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ください 

期日 １２月２１日（水） 

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

内容 『歯科衛生士』さんがお見えになります。 1 月の実施日：１８日 

子育てコンシェルジュ相談会 

 

子育てに関する情報を提供してくださいます 

期日 １２月１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。 

1 月の実施日：５日 

【利用方法変更のお知らせ】 

１１月１日より予約が不要となりました。 
相談会は予約制となります。随時受付中ですので、
お電話・来所でお申し込みください。 

※37.5 度以上の熱がある方、体調不良の方、 

新型コロナウイルス関係で自宅待機に該当される方の 

ご利用はお控えください。 

※大人の方はマスク・靴下の着用をお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
中高生が主体となって行うバンドやダンスパフォーマンスなどのイベント「青春祭」の出演者とイベントを一緒に企画・運営してくれる運営スタッフを 

募集します 

日 時：３月２１日（火祝）１４：００～１６：００ 

対 象：中高生のグループまたは個人 

定 員：出演者 10組程度・運営スタッフ若干名 

※応募の際に、備考として「出演希望」「運営スタッフ希望」をご記入ください。 

 

 

〇日時 １２月２３日（金）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 １２月６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 １月１３日（金） 【申込】１月 4 日（水）より開始 

１２月はくるまを 

つくります 

 

参加無料 

○日 時 １２月１４日（水）１１：００～１２：００ 
○対 象 １～２歳児の幼児と保護者 先着 25 組 
〇申 込 １２月１３日（火）より電話（741-3551）、 

事前来館にて受付 
〇次 回 １月２５日（水） 
【申 込】１月２４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 
◇実 施 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１２月 25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 

●１２月出演予定● 

4日 まゆ/ゆうり 

11日 チームあいかつ/お日記 

18日 こうき/こよ 

25日 さば・よい・すず 

１２月の実施予定日…７日/１４日/２１日 

乳幼児対象の催し 

申込締切：１２月２５日（日）必着 

申込方法は 

表面の「各申込方法」参照 

毎週水曜日にみんなで集まって楽しい時間を

過ごしています。 

ボードゲームドクター「カイトポッド先生」が 

世界のいろんなボードゲームを持ってきて 

くれますよ。 

勉強の息抜きにもぜひご活用ください。 

中高生のご参加をお待ちしています！ 


