
自由に参加できます 
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自由に参加できます 

干支づくり『寅』 

12 月13 日(月)～18 日(土) 
15:00～17:30 

2022年の干支は寅！みんなでオブジェを作って 

あいぽーとに飾ろう♪ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

こども未来館あいぽーとは、石狩市の大型児童センターです。0 歳から 18 歳までのこどもたちが、 

誰でも自由に利用できます。石狩市地域子育て支援拠点「りとるきっず」、放課後児童クラブ「花っ子クラブ」も併設されています。 

住所 

 石狩市花川北７条１丁目２２番地 

電話／ＦＡＸ 

 0133-76-6688／0133-76-6226 

ウェブサイト 

 http://iport-ishikari.net 

 

 

開館時間 

 月曜～金曜  ９時～20 時 

 土・日・祝日 ９時～18 時 

乳幼児は保護者の方とご一緒での利用となります。 

 

閉館日 

 毎月第３日曜日、年末年始 発行：こども未来館あいぽーと 

指定管理者：特定非営利活動法人こども・コムステーション・いしかり 

 

大型児童センター 
 10ｔｈ 

中高生版 
 

 

 

至創成川通 

至留萌 

至手稲 

イベントカレンダー 

2021年は 

丑年なので 

牛乳パックで丑を 

作ったよ♪ 

冬休み工作 

 

 

1 月8 日(土) 

1回目:10:00～11:15 

2回目:13:40～15:00 

◇材料費:200円 ◇定員:各 4名 

木材を使ってずっと使えるオリジナルの 

サイコロカレンダーを作ります！ 

糸のこぎりを使う体験もします☆ 

 

1 月12 日(水) 

1回目: 9:30～11:00 

2回目:14:00～15:30 

  ◇材料費:120円 ◇定員:各 4名 

羊毛フェルトを使って、ニードルで 

手のひらにのる動物などを 

作り上げましょう！ 

受付は 12月 18日(土)から！ 

事前の申し込みが必要になります。詳しくは指導員まで！ 

裏面もめくってね♪ 

イベント情報がまだまだあります！ 
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ＡＳＯＢＩ 

 
スポレク 

干支づくり 

 
キセツクル 

 
キセツクル 

 

休館日 休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

プログラミング 

お正月ウィーク 

 

ＡＳＯＢＩ 

 
プログラミング 

ＡＳＯＢＩ 

 
ナニツクル 

 
 

 
 

スポレク ＡＳＯＢＩ 

 

ナニツクル 

 

全員集合 

 

12月 1月 

１人が絵カードと同じポーズの 

真似をして他の人はカードから 

同じポーズのカードを探します。 

カードを多く集めた人の勝ち！ 

お題が書かれたカードを 

めくって早く答えられた人が

カードをゲット！ 

考える力が試される！？ 

新しいボードゲームが入りました! 

この日だけの特別な 

遊びが体験できます！ 

ぜひ、遊びに来てください♪ 

新年会 

1 月6 日(木) 

14:30～15:00 

新年会 

お正月ウィーク 

1 月4 日(火)～8 日(土) 
 

１年の遊びはじめとして、あいぽーとで楽しく過ごせるように 

羽根つきやカルタなどの色々な遊びを用意しています！ 

天気のいい日は凧揚げもします♪ 

こども会議が準備したお正月らしい遊びもあるよ♪ 

２０２２年もあいぽーとでたくさん遊ぼう！ 

コブタの体操ゲーム ワードスナイパー 

冬休み工作 

冬休み工作 

2021年 

2022年 

スポレク 



 

 

プログラミングであそぼう！ 
12 月25 日(土)・1 月15 日(土) ①13:45～14:30 ②14:40～15:30 

タブレットで描いたイラストを動かそう！ 

 

 こども会議 
メンバーで話し合ってあいぽーとの「あそび」をつくる活動をするよ！ 

先月はお正月ウィークで行う遊びについて話し合いました♪ 

今月は企画した遊びの準備を行います。 

メンバーと一緒に活動してみませんか？  

興味がある人は指導員まで声をかけてね！ 

はらぺこクラブ  
12 月5 日(日)・1 月9 日(日)10:30~13:30 

冬だよ！全員集合！ 

1 月29 日(土)13:30～14:00 

あいぽーとを利用している０歳～高校生までが 

一緒に参加できる行事です！ぜひ参加してみてね☆ 

 

自由に参加できます 

紙とペンであそぼ 

12 月1 日(水)～4 日(土) 

15:00～15:30 
 

お題あてゲームや、描いた絵を切って何の絵か 

当てる遊びなど…紙とペンを使った遊びを行うよ！ 

 

 

 

中高生企画  
得意技を披露する！イベントを企画したい！ 

などなど…やってみたいことはありません

か？ 

中高生の力を発揮してみましょう♪ 

 

おもいっきり☺ＡＳＯＢＩ 

◇あそびに来るときは 

バーコードがついている利用者カードを必ず持ってきてください。

カードを作るときは電話番号の記入が必要です。 

（けがをしたり、災害がおきたときに保護者に連絡するため） 

◇開館時間について 

新型コロナウイルス感染拡大防止にあたって、 

開館時間が通常と異なります。 

・平日：放課後～１８時  

・土曜日、学校休業日:９時～１８時 

※館内消毒・換気のため、11：30～13：30は利用できません 

☆日曜日、祝日は休館日となります。 

・当面の間、キッチンとスタジオの利用はできません。 

※スタジオ研修も中止となります。 

 

◇あそぶときは運動靴で 

プレイスペースは運動靴で遊びましょう。 

「ブーツ」や「長靴」はケガのもと！ 

「スパイクのついた靴」では遊べません。 

◇感染症対策について 

・来館した皆様にマスク着用、手指消毒、検温をお願いしています。 

・常時館内の換気を行っています。 

・ペーパータオル、消毒液、紙コップの設置をしています。 

・定期的に玩具、机、椅子、自動ドアのボタンなどを消毒しています。 

・館内は抗菌作業済みです。 

 

自由に参加できます ビジュアルプログラミング言語『ビスケット』 

お知らせ 

自由に参加できます 

スポ☺レク 

 

自由に参加できます 

対象：小学 3年生～高校生 

 

 

中止 

 

キセツクル ナニツクル 

冬のトランスパレント 

12 月20 日(月)～28 日(火) 

15:00～15:30 

トランスパレントで色んなパーツを作って 

窓に大きな雪だるまを完成させよう！ 

ぜひ、参加してください♪ 

手縫いでチクチク！ 
あいぽーと雑巾 

1 月14 日(金)・29 日(土) 

14:30～15:30 

針と糸を使って、手縫いにチャレンジしましょう！ 

完成した雑巾は、館内に置いて、 

テーブル拭きなどに活用します♪ 

 

フリースロー 
12 月11 日(土)・22 日(土) 

17:00～17:30 

バスケットゴールめがけてシュート！ 

距離が遠いほど点数が高くなります♪ 

何回ゴール出来るかな！？ 

 

バドミントン 
1 月24 日(月)～29 日(土) 

17:00～17:30 

ネットを張って本格的なバトミントンの試合を 

します！優勝を手にするのは誰だ！？ 

ぜひ参加してみてね♪ 

みんなでお昼ご飯を 

作って食べましょう♪ 

 

 

12 月11 日(土) 10:30～14:00 
 

 

12 月26 日(日) 13:30～15:30 

あいぽーとワークス 

 
中止 

 中止 

 

12月 1月 

「シューティングゲーム」に挑戦！ 

インベーダーとファイターを描いてビームで攻撃する

ように動きを作り、ゲームを完成させましょう！ 

「作曲づくり」に挑戦！ 

音の球とバーを作り、音を鳴らすように操作して、

好きな曲を自由に作曲しましょう♪ 

◇退館時間のお知らせ 

・中学生は17時 45分までの利用になります。 

※こども未来館の利用時間は石狩市郊外生活の

きまりに合わせています 

カプラでＡＳＯＢＯ 

1 月7 日(金)・22 日(土) 

14:00～14:45 
「ナイアガラの滝」づくりに 

チャレンジしよう！ 

24 日(月) 15:20～15:40 

カプラを積んで遊ぶよ！誰が一番高く積めるかな？ 

話し合ってお正月遊びを

考えました！ 

自由に参加できます 

 

 


