～子どもたちに笑顔を、子どもたちから笑顔を！～

特 定非 営利 活動 (NPO)法人

イベントカレンダーは裏面です

みやざき子ども文化センター
ニュースリリース ２０１９年５月号
未来へつづく子どもたちへ
花盛りの春の訪れから、もう真夏を思わせるような季節がやってきます。時代も平成から令和へと移りますね。
新元号に込められた言葉の中に、「人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つという意味が込められてお
ります。」とあります。
みやざき子ども文化センターは、子どもの権利条約第３１条にある「子どもが文化的および芸術的な生活に十
分に参加する権利を尊重」の理念に沿って、設立当初から子どもたちが多くの人と出会い、文化芸術に触れる活
動などを続け来年２０周年を迎えます。これから新たな時代を迎え、未来へつづく子どもたちへ古に続く伝統を
大切にする心や、文化芸術に親しみ心豊かに成長できるような活動をこれからも続けていきたいと考えています。

キッズ・アート・アカデミー

ＫＩＤ´Ｓ☆ＳＴＡＲ イベント出演♪

子ども劇団空風スマイルシアター メンバー募集！
宮崎市内の演じたい子どもたちが集まって、毎年６月から演劇の基礎か
ら学び、台本をつくり、発表公演までを行う「劇団空風スマイルシアター」。
今年で６年目を迎えます♪毎年参加した子どもたちは、演劇を通して仲間
や大人たちと出会うことで多くのことを学び成長していきます。また今年
も新しいメンバーの募集を開始します！
興味のある方、まずは見学だけでもどうぞ♪
対 象 者
練 習 日

小学生・中学生
毎月２回 土曜日の午前中
＊詳細は申込後お知らせします
練習場所 メディキット県民文化センターなど
募集人数 ２０名（定員に達し次第締切）
参 加 費 月１,５００円（保険代含む）
＊合宿、公演時には別途料金が発生する場合有
〈講師〉永山智行（劇団こふく劇場）、かみもと千春（劇団こふく劇場）
伊藤 海（劇団 FLAG）ほか

コンテンポラリーダンスカンパニーキッズ☆スターが
宮崎山形屋主催の母の日イベントステージに参加します♪
ぜひ見に来てください！

Mother’s day ダンスステージ
日時：５月１１日（土）１４:００～１４:３０
場所：宮崎山形屋 四季ふれあいモール
出演者：みやざき犬 ひぃ君ダンスショー
ヨギーズチアダンスショー
キッズ☆スター

アートドラムズ×ひなた メンバー募集！
和太鼓といろんなアートを組み合せて、太鼓の世界を冒
険しよう！ 和太鼓の基本から学びます。
７月にある『まつりえれこっちゃみやざき』に向けて練
習を始めました♪入会前に見学や体験もできます。
募集対象：小学生以上
練 習 日：毎月２回 月曜日１８：３０～２０：００
練習場所：橘太鼓「響座」和太鼓練習場
参 加 費：月２，０００円

-申込・お問合せ先- みやざき子ども文化センター

「里親制度」説明会＆ 相談会のご案内

-申込・お問合せ先里親普及促進センターみやざき
（ＮＰＯ法人みやざき子ども文化センター内）
TEL/FAX ０９８５-２０-１２２０

ご寄付をいただきました

日時：５月２５日（土）１０:００～１２:００
６月１４日（金）１９:００～２１:００
場所：宮崎市男女共同参画センター
パレット 視聴覚室
内容：①里親制度の概要説明
②ＤＶＤ視聴または里親体験談
③質疑応答・個別相談会

アートセンターの主な催し
・金魚絵師深堀隆介展
５月１２日（日）まで開催中
・ウォーリーをさがせ！展
７月１３日（土）～９月１日（日）
・名探偵コナン科学捜査展～真実への推理～
１１月２３日（土）～１月１９日（日）
３階にはキッズルームもありますので
ぜひご家族で遊びに来てください！

この度Ｊトラストカード様か
ら当団体へ寄付を頂くこととな
り、四月十六日に贈呈式が行わ
れました。
これは株式会社宮崎銀行様が
「みやぎんＣＳＲ型私募債」を
購入された企業に引受手数料を
優遇し、優遇された分から企業
様が希望する団体等に寄付でき
るというサービスで、当団体の
活動に賛同いただきこの日を迎
えることとなりました。
子どもたちのために大切に使
わせて頂きます。
関係する皆様へ厚く御礼申し
上げます。

さまざまな事情により家庭で暮らすことがで
きない子ども達を自分の家庭に受入れ、家庭的
な雰囲気の中で愛情と真心を込めて育てようと
するのが「里親制度」です。制度をより知ってい
ただくために説明会及び相談会を実施します。
関心のある方など、どなたでも参加できます。
今年度の説明会は下記２回のみとなります。
それ以外については、センターにての来所相談、
または団体様向けの出前講座にて対応させて頂
きます。詳細についてはセンターへお問合せ下
さい。

みやざきアートセンター来館１５０万人突破！
ＮＰＯ法人宮崎文化本舗と当団体との共同体みやざき文化村として運営してい
る、みやざきアートセンターがお陰さまで開館１０周年を迎え、来館者が１５０
万人を突破したのを記念にセレモニーが行われました。

５月のイベントカレンダー

楽しいこと、いっぱい！

☆…みやざき子ども文化センター EHILA イベントスペース ★…田野地域子育て支援センター
❤…田野児童センター ○…きよたけ児童文化センター ●…その他
月

火

水

木

２

１
〇フェスタ工作（兜）
１３：３０～１５：３０

６

７

３

○おもちゃ広場（おも 〇フェスタ工作
（伸びる剣）
ちゃいっぱいの日）
１３：３０～１５：３０
１０：００～１４：００
〇フェスタ工作
（巾着）
１３：３０～１５：３０

１０

９

８

金

○おもちゃ広場
〇おたのしみ教室
１０：００～１４：００
１５：３０～１７：００
★赤ちゃん広場
（わらべうたベビー
マッサージ）
１０：３０～１２：００
○あみっ子クラブ
（チラシでかご作り）
１５：３０～１７：００

１３

１４

〇ピンポン道
１６：００～１７：００

❤すごろくをつくろう
１５：３０～１６：３０

２０

２１

２２

❤プラ板工作
１５：３０～１６：３０

２８

１７

○おもちゃ広場
〇国際大生と工作
（絵本読み聞かせ）
１５：３０～１７：００
１０：００～１４：００
★アロマ 虫よけスプ
レー作り
１０：３０～１１：３０
○あみっ子クラブ
（チラシでかご作り）
１５：３０～１７：００

２３

２４

○おもちゃ広場（堤さ 〇国際大生と工作
１５：３０～１７：００
んのおもちゃ作り）
１０：００～１４：００
○あみっ子クラブ
（チラシでかご作り）
１５：３０～１７：００

★やさしいヨガスト
レッチ
１０：３０～１２：００

２７

１６

１５

２９

土

日

５

４
〇フェスタ工作
（針金ブローチ）
１３：３０～１５：３０

〇フェスタ工作
（万華鏡）
１３：３０～１５：３０

１１

１２

〇音楽教室
９：３０～
○描こうね時間③
１３：３０～１６：００

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

１８

１９

〇ハンドベル教室
１０：００～１１：３０
○けん玉教室
１４：００～１５：３０

２５

２６

〇音楽教室
９：３０～
★❤ＴＡＮＯキッズま
つり（仮）
１１：００～１５：００

〇国際大生と工作
（木で遊ぼう、木で作
ろう）
１０：００～１２：００
１３：００～１６：００

○描こうね時間④
１３：３０～１６：００

３１

３０

○おもちゃ広場
〇おたのしみ教室
１０：００～１４：００
１５：３０～１７：００
★お誕生会（４月・５月
生まれ） 親子工作・お
もちゃ作り
１０：３０～１１：３０
○あみっ子クラブ
（チラシでかご作り）
１５：３０～１７：００

里親普及促進センターからのご案内
里親普及促進センターみやざきでは、里親や里親制
度についてのご質問やご相談を受け付けています。
お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。詳し
いお話をお聞きになりたい方はセンターへお越し頂くこ
ともできます。（事前にご予約を頂けますとスムーズに
ご案内が出来ます。まずはセンターへ来所されたい日
時をご連絡ください。）
<受付時間>
月～金曜日 １０：００～１８：００ （祝祭日を除く）
★「里親制度」とは、様々な事情により家庭で暮らすことが
できない子どもたちを家庭に受け入れ、家庭的な雰囲気の
中で愛情と真心を込めて育てようとする制度です。
【問合せ先】里親普及促進センターみやざき
☎ ０９８５‐２０‐１２２０
E-mail satooya@kodomo-bunka.org

「宮崎県保育士支援センター」のご案内
宮崎県保育士支援センターでは、「保育の仕事をし
たい！子どもと関わる仕事がしたい！」と思っていらっし
ゃる方と保育士等を募集している施設とをつなぐお手
伝いをしています
まずは、保育士支援センターへご登録ください。登録
して頂いた方には、求人情報、就職フェアや研修、ま
た子育て支援情報をお届けします。資格をお持ちでな
い方でも大丈夫です。保育の仕事に興味のある方ぜ
ひお待ちしています。
●保育士資格を持っている方
●学生（保育士資格取得予定の方）
●保育補助者（保育士資格は持っていないが、
保育所等で働く意思のある方）

子ども食堂って、知ってる？
子ども食堂は、子どもからお年寄
りまで、地域のみんなが気軽に集ま
れる居場所です。ここでは無料や低
料金で食事を提供しています。一緒
にごはんを食べたりするほかに、遊
んだり、勉強をしたり、それぞれの
子ども食堂の特色があります。立ち
上げや、運営方法などでわからない
時は、まずは、子ども食堂コーディ
ネータまでお電話ください。
支え合いの地域づくりネットワーク

〈登録・ご相談〉宮崎県保育士支援センター
☎０８０－３２２９－３２４３
✉lacrekid@kodomo-hoiku.org

TEL:080-4699-6788
（コーディネータ直通）

〒880-0051 宮崎市江平西１丁目５番 11 号

【受付時間】月～金

午前１０時～午後 6 時

E-mail : center@kodomo-bunka.org

江平ビル１０５号
TEL：０９８５－６１－７５９０
FAX：０９８５－６１－３６３５

HP: http://www.kodomo-bunka.org

【ホームページ QR コード】

