
      救急法の講習を受けました 
 
 ６月１３日に江平児童クラブやきよたけ児童文化センター、田野
児童クラブ、田野児童センターの職員が日本赤十字社宮崎県支部よ
り講師を招き、救急法の講習を受けました。 
 けがなどの応急手当法、人工呼吸や心臓マッサージなどの蘇生法
またＡＥＤの使い方などを学びました。子どもたちが安全・安心に
過ごせるよう毎年受講しています。 
 

      本のご紹介 『お山の幼稚園で育つ』山下太郎著  
大学講師を経て実家である幼稚園を継いだ著者が、自然いっぱいの 
幼稚園で子どもたちと過ごす中で感じた幼児教育について書かれて 
います。子どもたちの無限の可能性を見いだすヒントになる本です。   
       （世界思想社 こどものみらい叢書シリーズの１冊） 

      江平第二児童クラブからご案内 
 
 みやざき子ども文化センターの事務所隣りに、江平第二児童
クラブがあります。子どもたちは週に１回歌の練習に取り組ん
でいます。昨年１２月にはみやざきアートセンター太陽の広場
でコンサートに出演し元気な歌声を披露しました。今月は地元
の江平子安観音のお祭りで歌うことが決まりました♪子どもた
ちの元気な歌声をぜひ聞きに来てください。 
  
  江平子安観音大祭 ７月１７日（水）・１８日（木） 
  
 江平第二児童クラブの子どもたちは、７月１７日１７:４０
からマクドナルド江平店の特設ステージで歌います！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  
  

 

 

 

  

 

 

  

   

  

   

特定非営利活動(NPO)法人  

  みやざき子ども文化センター 

～子どもたちに笑顔を、子どもたちから笑顔を！～ 

ニュースリリース  ２０１９年７月号 

イベントカレンダーは裏面です 

  誰かにはなしてみませんか 
 
 日々子育てをしている中で、聞いてみたいことや困ったこと、相談したいなと思う時ってありませんか？そんな時み
なさんはどうしていますか？家族やお友達に相談したり、おしゃべりしたりできていますか？ 
 もし誰に聞けば良いか分からないことや、どこに相談したら良いか分からないことがあったら、みやざき子ども文化
センターへお電話してください。誰かに話を聞いてもらうだけでもほんのちょっと気持ちが軽くなるかもしれません。 
   
   みやざき子ども文化センター    ０９８５－６１－７５９０ 
  
 宮崎県や宮崎市が育児を応援するために行政サービスや相談窓口、救急時の連絡先、子育てに役立つ教室・講座の案
内、親子で楽しめるイベントなどの情報を発信しています。パソコンやスマートフォンから見ることができますので、
ぜひ活用して下さいね。 
  
   みやざき子育て支援ポータルサイト「すくすくみやざき」 
            http://kodomoseisaku.pref.miyazaki.lg.jp/child/ 
    
   宮崎市子育てナビ http://miyazaki-city.mamafre.jp/  ＊各市町村にもあります。 
    
  
  
  
 

   
 
 
           
           

           キッズアートアカデミー 
  
      親子ＤＥワークショップ 
 
 親子で楽しめるワークショップをシリーズで開催します！ 
 まず１回目は『ＭＵＳＩＣ ＤＡＹ』♪ コンサートや楽器の体験、
近年大人気の「カップス」のワークショップを行います！ 
（カップス…プラスチック製のコップを叩いて音を出し手拍子と組み
合せてリズムを作る遊び。今回はパプリカをみんなで演奏するよ！） 
 
 日時：７月２８日（日）１０:００～受付 
    １０:３０～１１:００ コンサート〈出演〉エトヤンヤンヤン 
    １１:００～１２:００ 打楽器体験・カップスワークショップ 
 会場：みやざき子ども文化センター（コペルキッズ） 
       宮崎市江平西１丁目５番１１号 江平ビル１０３号 
 対象：小学生以上の親子１５組 ※要事前申込 
 参加費：１組５００円 
 
-お問合せ・申込先- 
 みやざき子ども文化センター ☎０９８５－６１－７５９０ 
 
 ＜今後の予定＞ 
 ９/２９（日）ＡＲＴ ＤＡＹ…キャンバスを使ってアート体験 
 １０/６（日）ＣＲＥＡＴＥ ＤＡＹ…段ボールハウスをつくろう 
 １/２６（日）ＭＵＳＩＣ ＤＡＹ…ベイビーシアター 
  ＊詳細や募集については随時お知らせします。お楽しみに♪ 

  アートドラムズ×ひなたのお知らせ 
 
 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！と活動している「アートドラムズ×ひなた」のメンバーが
イベントに出演します♪メンバー募集もしていますので太鼓を
やってみたい子どもたち、ぜひこの機会に見に来て下さい。 
 
★まつりえれこっちゃみやざき２０１９ 
７月１４日（日）１７:２０～ 宮崎市橘通り 
 
★宮崎山形屋夏祭り 
７月２８日（日）１４:００～ 宮崎山形屋四季ふれあいモール 
  出演者 みやざき犬ダンスショー 
      ハーラウ・フラ・モアナ 
      アートドラムズ×ひなた 
 
 毎月２回練習をしています♪ 
  講師：今村脩哉氏（橘太鼓「響座」） 
  募集対象：小学生以上 
  練 習 日：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 
 ＊見学や無料体験もできます。みやざき子ども文化センター 
  までお気軽にお問合せ下さい。 

メンバー募集中！ 
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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 

 

E-mail : center@kodomo-bunka.org  HP: http://www.kodomo-bunka.org    【ホームページ QRコード】 

〒880-0051 宮崎市江平西１丁目５番 11 号 

 江平ビル１０５号 

TEL：０９８５－６１－７５９０    

 FAX：０９８５－６１－３６３５ 

 
【受付時間】月～金 午前１０時～午後 6 時 

７月のイベントカレンダー 

演奏者： 

 

 

 

宮崎市天ヶ城歴史民俗資料館 
お問合せ先：宮崎文化振興協会 

TEL: 0985-41-7004 

 

 

 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。  
第 1 部 講演「子ども食堂の現状とこれから」 
    講師：湯浅 誠 氏 
第 2 部 事例発表「はじめの一歩」 
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 

 

前売券は 
子ども文化セ
ンターでも取
扱っています 

ウォーリーをさがせ！展 
 
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。 
 
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 

 

 

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

月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

○けん玉教室
１４：００～１５：３０

〇音楽教室
９：３０～

〇ハンドベル教室
１０：００～１１：３０

○おもちゃ広場
１０：００～１４：００

（うち１０：３０～：１１
３０足育講座）

❤お化けをつくろう
１５：３０～１６：３０

２９ ３０ ３１

★プール開き（水遊
び）＊毎週水曜日
１０：１５～１１：３０
１３：００～１４：３０

★お誕生会（６月・７月
生まれ）おもちゃ作り
１０：３０～１１：３０

○おもちゃ広場
（絵本読み聞かせ）
１０：００～１４：００

〇みんなの干支で
お面を作っちゃおう！
１３：００～１６：００

〇おたのしみ教室
１５：３０～１７：００

〇おたのしみ教室
１５：３０～１７：００

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

○おもちゃ広場
（おもちゃいっぱいの
日）
１０：００～１４：００

❤サマーキャンプ
（２６日・２７日）

★七夕飾り作り
１０：３０～１１：３０

★赤ちゃん広場
（産後ダンス）
１０：３０～１２：００

〇おたのしみ教室
１５：３０～１７：００

★家族で乳幼児の
救急蘇生法
１０：３０～１２：００

〇ピンポン道
１６：００～１７：００

〇ハンドベル教室
１０：００～１１：３０

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

〇音楽教室
９：３０～

○ミニチュアドレス
コンテスト
１４：００～１６：００

○あみっ子クラブ
（布ぞうりを編む）
１５：３０～１７：００

※定員に達しました
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※定員に達しました

〇みんなの干支で
お面を作っちゃおう！
１３：００～１６：００

○ミニチュアドレス
コンテスト
１４：００～１６：００

○ミニチュアドレス
コンテスト
１４：００～１６：００

○ミニチュアドレス
コンテスト
１４：００～１６：００

○ミニチュアドレス
コンテスト
１４：００～１６：００

★プール（水遊び）
１０：１５～１１：３０
１３：００～１４：３０

★プール（水遊び）
１０：１５～１１：３０
１３：００～１４：３０

★プール（水遊び）
１０：１５～１１：３０
１３：００～１４：３０

★プール（水遊び）
１０：１５～１１：３０
１３：００～１４：３０

★赤ちゃん広場
（産後ダンス）
１０：３０～１２：００

田野しっちゃがまつり
（TANOお化けやしき）

会場：田野総合支所周辺

❤サマーキャンプ
（２６日・２７日）

☆親子ＤＥ
ワークショップ
１０：３０～１２：００

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

