～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８月号
子育て中に困ったことはありませんか？
子育て中に何か困ったことや誰かに相談したいことがあ
りましたらみやざき子ども文化センターへお電話下さい。
また、子育てに関する情報を宮崎県や宮崎市が発信してい
るホームページもありますので、下記をご参照ください。
お住まいの市町村にもあります。
みやざき子ども文化センター
☎０９８５－６１－７５９０（月～金 10:00～18:00）
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/
宮崎市子育て情報誌 ⇒
宮崎市が子育てに関する情報をまとめた
情報誌です。宮崎市のホームページより
ダウンロードできます。

保育のお仕事をお探しの方へ
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☆
『福祉の仕事就職面接・相談会』（主催：宮崎県社会福祉協議会）に
て保育士支援センターの相談コーナーを設けます。お気軽にお越し
下さい。
日時：８月２４日（土）１３：３０～１６：００
会場：宮崎観光ホテル 東館 3 階 光耀
〈問合せ先〉宮崎県保育士支援センター（みやざき子ども文化センター内）
☎０８０－３２２９－３２４３ ✉lacrekid@kodomo-hoiku.org

キッズ・アート・アカデミーの子どもたち 元気に活動しています！
ＫＩＤ’Ｓ☆ＳＴＡＲイベント出演します！
コンテンポラリーダンスカンパニー「キッズ☆スター」は先月
１３日まつりえれこっちゃみやざきで元気に踊りました！雨が心
配されましたが、本番の頃には雨も上がり沢山の方に観て頂くこ
とができました。ありがとうございました！
また、今月はイオンモール宮崎の
夏まつりのステージに出演します♪
皆さんぜひ観に来てください。
日時:８月１１日（日）
キッズ☆スター １４:３０出演
会場:イオンモール宮崎ヒナタテラス
＜子どもゆめ基金助成活動＞

親子ＤＥワークショップ 参加者募集
親子で楽しめるワークショップをシリーズで開催しています！
２回目はＡＲＴ ＤＡＹ『キャンバスを使ってアート体験』を
開催。親子でえのぐを使って作品作りをしよう！
講師：松下太紀 氏（造形作家）
日時：９月２９日（日）１０:００～１５:００
会場：みやざき子ども文化センター（コペルキッズ）
対象：小学生以上の親子１０組 ※要事前申込
参加費：親子１組１,０００円 ＊昼食・飲み物は各自ご持参下さい

「ＳＤＧｓ」のこと知っていますか？
最近、「ＳＤＧｓ」という言葉やポスターをよく目に
するようになりましたね。皆さんはＳＤＧｓが何か知っ
ていますか？
先日宮崎市民活動センターにて「ＳＤＧＳってなに？知らなきゃ
いけない 17 のこと」という研修があり、当団体の職員も受講して
きました。
ＳＤＧｓとは、2015 年 9 月に国連総会において 2030 年までに
貧困に終止符を打ち、持続可能な未来を追求しようと採択された
17 の目標で、国連加盟国 193 ヶ国が参加しています。現在、行政
や民間企業などＳＤＧｓを取り入れた活動を展開し、社会の課題へ
の対応や、企業イメージの向上、新たな事業機会の創出など様々な
可能性が期待されています。
難しく考えるのではなく、今私たちひとりひとりができることと
して、買い物の際にマイバッグを持参する（ビニールゴミを減らせ
る）、食べ物を残さない（食品ロスを減らす）など、小さなことで
も地域の課題や環境問題などを自分のことと思って取り組む事が積
み重なって大きな結果へと結びつくのではないでしょうか。

アートドラムズ×ひなた演奏しました
７月１４日まつりえれこっちゃみやざきのステージ、また２８
日には宮崎山形屋四季ふれあいモールにて演奏しました！まつり
えれこっちゃみやざきは、昨年に続き２回目の出場でしたが、他
のチームにも負けない演奏を披露できたと思います。また宮崎山
形屋での演奏は 1 曲のみでしたが、
観客との距離も近くまつりとはまた
違った雰囲気でのステージに子ども
たちも伸び伸びと演奏していました！
見に来てくださった方々ありがとう
ございました。
引き続きメンバーも募集中です！
- キッズ・アート・アカデミーに関するお問合せ先 みやざき子ども文化センター ☎０９８５－６１－７５９０
＜宮崎市子どもアート創作展開催事業＞

子どもアートフェスティバル開催します
「オシャレイワ」をテーマにアーティストといっしょに作品を
つくっておしゃれを楽しもう♪

プレイベント 〜オシャレイワ青島Ｖｅｒ〜
９月１４日（土）
障子紙でおしゃれをしよう

１０:００～１３:００

いっしょにつくるアーティスト
椎 俊一さん(造形作家)
原井静香さん（デザイナー）

帽子をつくろう

１３:３０～１６:３０

いっしょにつくるアーティスト
酒井美由紀さん（キッズアートインストラクター）
原井静香さん（デザイナー）

９月１５日（日）１０:００～１３:００/１３:３０～１６:３０
おしゃれな靴をつくろう・アクセサリーをつくろう
いっしょにつくるアーティスト
松下太紀さん（造形作家）
後藤麻夫さん（立体造形作家）

参加費
無料
会場：青島南参道広場（雨天決行）
対象：宮崎市内の小学生・中学生
＊事前の申し込みは必要ありません。直接会場へお越し下さい。
ただし、材料がなくなり次第終了となります。
【主催】宮崎市文化・市民活動課 ☎０９８５－２１－１８３５

８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

金

２

１
○おもちゃ広場
（おもちゃいっぱいの
日）
１０：００～１４：００

○ミニチュアドレスコ
ンテスト最終日
１４：００～１６：００

○ミニチュアドレスコ
ンテスト
１４：００～１６：００

５

６

７

〇おたのしみ教室
１５：３０～１７：００

○おもちゃ広場
１０：００～１４：００
★家庭ゴミ・資源物
の分別方法説明会
１１：００～１１：３０

１２

１３

１４

❤水遊び
１５：００～１６：００

１９

２０
❤水遊び
１５：００～１６：００

２６

２７

２８

１０

〇おたのしみ教室
１５：３０～１７：００

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

２４

２５

〇音楽教室
９：３０～

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

★乳幼児の歯みが
き講座（歯あと！
キッズ事業）
１０：１５～１１：１５

２９
○おもちゃ広場
１０：００～１４：００

１８

１７

２３

○おもちゃ広場
１０：００～１４：００
（堤さんのおもちゃ作
り）

１１

〇音楽教室
９：３０～
〇夏休み宿題片づけ
隊（図画）
１３：３０～１６：００
※定員に達しました

○けん玉教室
１４：００～１５：３０

２２

２１

４

〇ハンドベル教室
９：００～１７：００

○おもちゃ広場
（絵本読み聞かせ）
１０：００～１４：００

〇ピンポン道
１６：００～１７：００

３

１６

１５

日

〇ハンドベル教室
〇こわ～いお話会
１０：００～１１：３０
１３：３０～１４：３０
〇書道教室
１０：００～１２：００
※定員に達しました
〇夏休み宿題片づけ
隊（図画）
１３：３０～１６：００
※定員に達しました
★おもちゃ病院
１３：００～１５：００

９

８

❤エコ工作

土

３０

３１

〇おたのしみ教室
１５：３０～１７：００

★赤ちゃん広場
（自由遊び）
１０：００～１２：００

里親普及促進センターからのご案内

H31 年度宮崎県多様な子育て環境づくり支援事業

＜講演会＞
里親普及促進センターみやざきでは、里親や里親制
「子どもたちの健やかな脳発達のために」
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 子どもが健やかに育つため、大人は何をすべきか。
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 東北大学より瀧靖之氏を講師に招き、子どもの心身
こともできます。（事前にご予約を頂けますとスムーズ の発達を脳科学から紐解いていただきます。
にご案内が出来ます。まずはセンターへ来所されたい 講師：脳科学者 瀧 靖之 氏
日時をご連絡ください。）
日時：８月１８日（日）１０:００～１２:００
会場：宮崎市民プラザ ４階 大会議室
<受付時間>
対象：子育て支援者、子どもの育ちに興味のある方
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

子育て中の方
参加費：無料 ＊要事前申込
主催：子育てネットワークみやざき
-申込・問合せ先-（事務局）

特定非営利活動法人みやざき子ども文化センター

TEL:0985-61-7590 FAX:0985-61-3635

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点の展示です。
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
中高生 ８００円
小学生 ５００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
☎２２‐３１１５

〒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】

