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＠jidoukaikan_aikuru 

あいくるの日々の活動を SNSにて発信中！！ 

あいくる 

中高生版 
令和 4 年 6 月発行 
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 

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 

あいくるのラジオ番組 

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 

務めるあいくるラジオは、毎週日曜日 11：00～ 

11：25にコミュニティラジオ「コミてん」で 

オンエア中！ 

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。 
 

≪あいくるラジオの視聴方法≫ 
①ラジオ FM77.7MHz(中央区と一部周辺地域のみ) 

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。 

 

実際にあいくるラジオに出演した高校生にも感想を 

聞いてみました！ 

 

 

 

 

パーソナリティも募集しています。 

 あなたもラジオでお話してみませんか？ 

月に 1度のミニライブ！ 

あいくるライブ 
月に１度、中高生がメインに 30分程度の 
ミニライブイベントを行っております！ 

バンドやダンスなど何でも OK！ 

 あなたの得意なこと、好きなことをステージで 

披露してみませんか？ 
 

日時：毎月第 4 日曜日 

時間：14：00～（30 分程度） 

場所：6 階 交流スペース特設ステージ 
 
 
 

あいくる LIVE 出演者大募集中です！ 

興味のある方は６階総合受付 

または、電話、メールにてお問い合わせください。 

 

○利用時間：午前９：00～午後９：00 

中学生は午後 7：00 まで、高校生は午後 9：00 まで利用可能 

（保護者同伴の場合を除く） 

○休館日：毎週月曜日、毎月末日、年末年始（12/28～翌年1/3） 

※月曜日が祝日の場合は翌日が休館  

※月末日が日曜・祝日の場合は翌日が休館 

 

復活しました！ 

中高生タイム 
ボードゲームをしたり、おしゃべりをしたり 

中高生のゆったりとした時間を過ごしています！ 

ぜひ遊びに来てください♪ 

日時：毎週水曜日 

時間：18：30～19：30 

※中学生は 19 時までです。 

場所：6 階交流スペース 

 

②浴衣着付け体験 

～浴衣を着てお抹茶体験～ 

浴衣の着付けを教えてもらいながら自分で着付けを 

行います。また、浴衣を着てお茶をたてます。 
  浴衣はお持ちいただくこともできます。 

各申込方法 ※各申込締切日：①②6月 29日必着/③④7 月 10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し込みください。 

②往復はがき…下記必要事項を記入して、締切日までにあいくるへご郵送ください。 

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】希望の教室名/参加者氏名/住所/生年月日/学年（年齢）/電話番号 
 

【宛  先】〒810-002１  福岡市中央区今泉 1 丁目 19-22 天神 CLASS６階 

福岡市立中央児童会館あいくる 

イベントレポート 

FUKUOKA NI HIKARI WO in aikuru 

～やるならいましかねえべ！～ 
4 月 29 日（金・祝）に高校生が企画した 

ライブイベントが行われました！ 

これは高校生の持ち込みイベントで、 

スタッフも運営も高校生が進めていきました。 

感染対策に努めながら、会場も大盛り上がり！ 

5 バンドが出演し、出演者のキラキラした表情と 

演奏する姿がとてもかっこいいライブでした！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

あいくるは中高生の活動を全力で応援します！ 

こんなことがしたい！などいつでもあいくるに 

お問い合わせください。 

日 時：7 月 30 日（土） 

時 間：15：00～16：00 

対 象：中学生 10 名 

参加費：無 料 

申 込：要事前申込

日 時：8 月 2 日（火） 

時 間：13：00～16：00 

対 象：中高生 10 名 

参加費：無 料 

申 込：要事前申込 

③点字体験から福祉を学ぼう！ 
点字体験を中心に、障がいなど福祉について学びます。 

④博多の文化に触れよう 

～博多おきあげづくりに挑戦～ 
「おきあげ」とは羽子板や壁掛けなどに下絵を描き、 

布や綿を使い立体的に盛り上げる「押絵細工」。 

福岡では「おきあげ」と呼びます。 
日 時：8 月 18 日（木） 

時 間：14：00～15：00 

対 象：小中高生 ５組 

参加費：無 料 

申 込：要事前申込

日 時：8 月 19 日（金） 

時 間：13：00～15：00 

対 象：小中高生 10 組 

参加費：500 円 

申 込：要事前申込

◆ボランティアさんを募集しています◆ 
あいくるでは子どもたちと遊んだり、スタッフと一緒にイベントの 

準備や運営をしてくれるボランティアさんを募集しています。 

特に日時などは指定していませんので、時間がある時に気軽に参加 

してください。 

興味のある方は、あいくるスタッフまでお尋ねください。 

①体験型・空港のお仕事体験 

～みんなで飛行機を飛ばそう～ 

福岡空港の方にいろいろ尋ねる事ができます。 

「カウンターチェックイン体験」やパソコンを使って実際に 

飛行機のバランスを組む「オペレーション体験」などがあります。 

中高生が思う！ 

あいくるのいいところを集めました！ 
 

あいくるは中高生の皆さんが無料で使える施設です。 

天神からも近く、多くの中高生があいくるに来てくれています。 

今回の青春応援通信では中高生に直接聞いた声を中心にあいくるの 

魅力を伝えていきたいと思います！ 

あいくるは中高生を応援しています！ぜひいつでもあいくるに遊びに

来てください。 

次ページにはあいくるのいいところがたくさん詰まっています！ 



 

静かに集中して勉強できる学習室！ 
あいくるの学習室は 23席あります。 

課題や試験勉強、受験勉強にご利用ください。 

空きがあれば 1 日何度でも利用可能です。 

ご利用の際は 6 階総合受付にお声かけください。 

 

また、試験前や試験中はどうしても混み合います。

6 階の飲食・談話コーナーも勉強できますので 

そちらをご利用ください。 

ローラースケート 
足のサイズは 26 ㎝まであります。 
屋上で体を動かして遊んでみませんか？ 

卓球 
利用時間は 1 回 30 分。空きがあれば、１日何度でも利用可能

です。1 台につき 4人まで遊ぶことができます。 

もちろん無料で貸出しています。 

年齢問わず、あいくるではとても人気です。 
※主催事業により利用できない日・時間などもあります。 

 

Free-Wi-Fi完備！ 
館内では Fukuoka City Wi-Fi が使えます。 

ぜひご利用ください。 

自動販売機、ウォーターサーバーで水分補給！ 
これから暑くなります。水分補給も忘れずに！ 

マイボトルを持ってくるとお水を入れることもできるので、 

ぜひお持ちください。また、館内には飲み物の自動販売機もありますよ。 

 

中高生が思う！ 

あいくるのいいところ 

アナログゲームの貸出 
さまざまなアナログゲームも貸出しています。 

勉強の息抜きや友達と一緒にどうぞ！ 

  

充実した遊具！ 
友だちと来て遊ぶも良し！一人で来て先生と遊ぶも良し！ 

ぜひ遊んでみてください。 

 

気になるアナログゲームはありましたか？ 

他にもアナログゲームを貸出しています。 

駐輪代がかからない！ 
あいくるには駐輪場があります。 

そこに駐輪すると、駐輪代がかかりません。 

お帰りの際にサービス券をお渡しします。 

多目的ルームB〔38㎡〕 

音楽室〔45㎡〕 

工芸室〔75㎡〕 

多目的ルームA〔42㎡〕 集会室A〔120㎡〕 

集会室B〔80㎡〕 

◆有料で貸出できるもの 

・アップライトピアノ（\１２０/ｈ） 

・電子ピアノ    （\４０/ｈ） 

・アンプ（マイクも使用可）（\４０/ｈ） 

・ギターアンプ   （\４０/ｈ） 

・ベースアンプ   （\４０/ｈ） 

・ドラムセット   （\４０/ｈ） 

・ＣＤプレイヤー  （\４０/ｈ） 

 

中高生の活動を応援！ 
あいくるでは中高生は無料でお部屋が借りることができます！ 

ダンスやバンドの練習などさまざまなシーンでお使いいただけます。 

詳しくはあいくるのホームページをご確認ください。 

 

ブレイブボード 
少し難しいブレイブボード。 

これも屋上で遊ぶことが出来ますよ。 

◆無料で貸出できるもの 

・長机 

・椅子 

・プロジェクター 

・スクリーン 

・ホワイトボード 


