～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６月号

キッズ・アート・アカデミー
みやざき子ども文化センターでは、アート体験などを通して子どもたちの表現力・コミュニケーション力・想像力や
創造力、そして感性を豊かにすることを目的とした『キッズ・アート・アカデミー』の活動を行っています。主な活動
として現在コンテンポラリーダンス、和太鼓×アート、演劇を継続的に実施しています。
コンテンポラリーダンスカンパニー｢ＫＩＤ’Ｓ☆ＳＴＡＲ｣と「アートドラムズ×ひなた」のメンバーはまつりえれ
こっちゃみやざき２０１９出演に向けて練習に力を入れています。みなさんぜひ見に来てください♪子どもたちのパ
ワーで暑さを吹き飛ばしましょう！
まつりえれこっちゃみやざき２０１９
7 月１３日（土）
・１４日（日） 会場：宮崎市橘通、楠並木通りほか
❀ＫＩＤ’Ｓ☆ＳＴＡＲ ７月１３日（土）
❀アートドラムズ×ひなた ７月１４日（日）

子ども劇団空風スマイルシアター メンバー募集！

アートドラムズ×ひなた メンバー大募集！
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♪入会前に見学や無料体験もできます。
講師：今村脩哉氏（橘太鼓「響座」
）
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

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！まずは見学だけでもどうぞ♪
対 象 者：小学生・中学生
練 習 日：毎月２回 土曜日の１０:００～１１:３０
＊６月の練習 ８日（土）
、２２日（土）
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

-申込・お問合せ先-

みやざき子ども文化センター

「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下さい。
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
報などをお届けします。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）
☆ブース出展のお知らせ☆
『保育のお仕事就職説明会』（主催：宮崎市保育会・宮崎市）にて保育士支
援センターのブースを設けます。会場にて相談も受けられますのでお気軽に
お越し下さい。
日時：６月３０日（日）１３：００～１６：００
会場：宮崎市民プラザ ４階ギャラリー
〈登録・ご相談〉宮崎県保育士支援センター（ＮＰＯ法人みやざき子ども文化センター内）
☎０８０－３２２９－３２４３ ✉lacrekid@kodomo-hoiku.org

子ども食堂勉強会を開催します！
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。今回子ども食堂の現状と今後求められる役割を学
ぶための勉強会を行います。
講師：湯浅 誠 氏
日時：７月２０日（土）１３:３０～１７:００（１３時受付）
会場：宮崎市民プラザ ４階ギャラリー２
定員：１００名＊要事前申込（７/１５締切）
参加費：無料

「里親制度」説明会＆ 相談会のご案内
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。
詳細はセンターへお問合せ下さい。
日時：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
-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

Ｎ Ｐ Ｏ 法人みやざき子ども文化センター総会
５月２４日（金）にみやざき子ども文化センターの総会を
執り行いました。毎年たくさんの方々にご支援・ご協力を
賜り事業を実施することができていますことを感謝いたし
ます。これからも子どもたちの最善の利益のため、子ども
たちや子どもたちをとりまく地域を応援する活動を続けて
いきたいと考えています。どうぞよろしくお願い致します。

---お詫び--先月号でご報告させて頂きましたご寄付について、会社名
に不備がございました。正しくは「J トラストカード株式会社様」
でした。関係する皆さまへ深くお詫び申し上げます。

６月のイベントカレンダー

楽しいこと、いっぱい！

【開催場 ☆…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

金

土

日

〇ハンドベル教室
１０：００～１１：３０

○この木にとまれ
バードピア
（紙版画・木版画）
１３：３０～１６：００

２

１

３

４

６

５

１１

１２

１３

★赤ちゃん広場
（栄養相談）
１０：３０～１２：００

★赤ちゃんが来た！ 〇おたのしみ教室
１５：３０～１７：００
～親子の絆つくり
プログラム～
１０：１５～１２：１５

１７

１８

２０

１９
〇ピンポン道
１６：００～１７：００

○おもちゃ広場
（絵の読み聞かせ）
１０：００～１４：００

〇おたのしみ教室
１５：３０～１７：００

２５

２７

２６

〈サポート会員養成講座〉＊受講料無料
日程:７月１７日(水)･１８日(木)９:３０～１６:５０
会場:宮崎市民プラザ ４階 中会議室
対象:宮崎市内在住で、ご自宅等で子どもを預かるこ
とができる方。(有償ボランティア)

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

★親子でピザ作り体
験（みなみこども園）
１３：００～１４：００

〇ペアレンツ講座
（木工/飾り棚作り）
１３：３０～１５：３０

○けん玉教室
１４：００～１５：３０

２２

２３

〇音楽教室
９：３０～
○描こうね時間⑥
１３：３０～１６：００

２８

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０
○パイロット・キャビン
アテンダントに変身！
１４：００～１６：００

２９

３０
〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

★わらべうたと絵本
で遊ぼう【七夕】（わら
べうた産後ダンス）
★赤ちゃんが来た！
１０：３０～１１：３０
～親子の絆つくり
〇おたのしみ教室
プログラム～
１５：３０～１７：００
１０：１５～１２：１５

里親普及促進センターからのご案内

ウォーリーをさがせ！展

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）

人気絵本シリーズ「ウォーリーをさが
せ！」。誕生３０周年を記念して貴重な
原画が初来日。約１５０店の展示です。

「子育てサポート」サポート会員募集！！
みやざき子育てサポートセンターでは、子育て
家庭の保護者が残業や出張、冠婚葬祭、子どもの
病気回復期などに、お子さんの送迎や一時的なお
預かりを行うサポート会員を募集しています。
登録にはサポート会員養成講座及び保育実習の
受講が必要です。子育て支援に熱意のある方、ぜ
ひお待ちしています。

１６

１５

○おもちゃ広場
１０：００～１４：００

❤七夕かざり
１５：３０～１６：３０

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

〇ハンドベル教室
１０：００～１１：３０

２１

★赤ちゃんが来た！
～親子の絆つくり
プログラム～
１０：１５～１２：１５

２４

〇音楽教室
９：３０～
○描こうね時間⑤
１３：３０～１６：００

１４

○おもちゃ広場
（アートスタート）
１０：００～１４：００

９

８

〇おたのしみ教室
○おもちゃ広場
（おもちゃいっぱいの
１５：３０～１７：００
日）
１０：００～１４：００ ○清武幼稚園
作品展示
★赤ちゃんが来た！
～１９日まで
～親子の絆つくり
プログラム～
１０：１５～１２：１５

❤カタツムリと
あじさいをつくろう
１５：３０～１６：３０

１０

７

★「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・申込先】※申込締切 7/2(火）

みやざき子育てサポートセンター
☎ ０９８５-２８-０７０７

【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

期間：７月１３日（土）～９月１日（日）
１０：００～１８：００＊会期中無休
（入室１７：３０まで）
会場：みやざきアートセンター
（宮崎市橘通西３－３－２７）
〔観覧料〕
一 般１，０００円（前売８００円）
中高生 ８００円(前売６００円)
小学生 ５００円（前売３００円）
＊未就学児無料、小学生以下保護者同伴

【問合せ先】
みやざきアートセンター
☎０９８５‐２２‐３１１５

前売券は
子ども文化セ
ンターでも取
扱っています

〒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】

