～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９月号

子育ての悩みや困りごとはありませんか？ 〈相談窓口や情報のお知らせ〉
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。ご予約を頂ければお茶を飲みながら当センターでお話しをしたり、情報誌やイベントのご案内チラ
シなどお渡しすることもできます。その他、宮崎県や宮崎市が情報を発信しているホームページもあります
ので下記をご参照下さい。お住まいの市町村にもあります。
当センターはワンストップセンターを目指しています。
みやざき子ども文化センター

☎０９８５-６１-７５９０（月～金 10:00～18:00）
http://www.kodomo-bunka.org

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
宮崎市子育て情報誌

http://miyazaki-city.mamafre.jp/

宮崎市が発行している情報誌です。宮崎市のホームページよりダウンロードできます。⇑

芸術の秋！親子でいろんなことを体験しよう♪
＜子どもゆめ基金助成活動＞ キッズアートアカデミー

＜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

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♪

『キャンバスを使ってアート体験』

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

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
参加費：親子１組１,０００円 ＊おにぎり・飲み物をご持参下さい

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

『ダンボールハウスをつくろう』
ダンボールハウスでひみつ基地をつくろう！

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（立体造型作家）

参加費
無料
会場：青島参道南広場（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 ☎ ０９８５－２１－１８３
５

講師：松竹昭彦 氏（建築家）
上口将生 氏（造形作家）
日時：１０月６日（日）１０:００～１５:００
会場：宮崎市生目の杜 遊古館
対象：小学生以上の親子１５組
参加費：親子１組１,５００円 ＊おにぎり・飲み物をご持参下さい
＊＊親子ＤＥワークショップはお申込みが必要です＊＊
お申し込みの際には、次の①～④の項目をお知らせください。
①参加される方全員のお名前 ②お電話番号 ③ご住所
④お子様の年齢・学校・学年
【申込先】みやざき子ども文化センター

☎ ６１－７５９０

子どもたちとたくさんの体験を楽しみましょう♪

＜令和元年度多様な子育て環境づくり支援事業＞

子育て交流空間「トット」街の小さな音楽会
心と体を癒す素敵な音楽に子どもの時から親しんでほしい、そ
んな想いを込めた「街の小さな音楽会」を開催します。
出演者：大串るみ子 氏（ソプラノ）
服部 央 氏（パーカッション）
安部まり 氏（ピアノ）
日時：９月２０日（金）１１:００～１１:３０
会場：ＥＨＩＬＡイベントスペース
（宮崎市江平西１丁目 5 番 11 号 江平ビル１０４号）
参加費：親子１組５００円 ※要事前申込
【申込先】みやざき子ども文化センター ☎ ６１－７５９０

８月１８日に宮崎市民プラザにて行われた講演会
「子どもたちの健やかな脳発達のために」(講師：東北大学
教授 脳医学者 瀧靖之氏)に参加してきました。
脳の画像診断医として画像診断データから子どもの脳がどのよう
に発達していくのかを研究されており、主な内容としては、成長段階
において何が重要なのかということでした。その中で、子どもが興味
を持ったら何度でも本物を見たり体験する機会をつくり、仮想と現実
の世界を結びつけると良いというお話がありました。
みやざき子ども文化センターでは、子どもたちの体験を重視しなが
ら文化芸術への参加・社会参画の機会を拡げるという理念のもと、さ
まざまな体験を企画しています。今月はまさにその体験が盛りだくさ
ん！ぜひ親子で一緒に楽しみましょう♪

未来みやざき子育て応援フェスティバル 出展者向け説明会

⇓
昨
年
度
の
様
子

子育て団体、企業、行政が一堂に会する子育て応援フェスティバル
を今年も開催します。出展者向けの説明会を行います。出展を希望さ
れる方は事務局までお申し込みください。
日時：９月１０日（火）１０:３０～１２:００
会場：宮交シティ 紫陽花ホール
〈申込先〉未来みやざき子育て応援フェスティバル実行委員会
☎６１－７５９０（みやざき子ども文化センター内）

９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

土

日

１
〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

３

２

６

５

４

７

８

★敬老の日のカード
〇おたのしみ教室
つくり
１５：３０～１７：００
１０：００～１２：００
○おもちゃ広場（おも
ちゃいっぱいの日）
１０：００～１４：００
❤人権ＤＶＤ上映会
１５：３０～１６：３０

１０

９

❤防災の日ペー
パークラフトつくり
１５：３０～１６：３０

１６

１７
★やさしいヨガスト
レッチ
１０：３０～１２：００

１１

２４

１３

〇ピンポン道
１６：００～１７：００

２０

○おもちゃ広場
（絵本読み聞かせ）
１０：００～１４：００
★赤ちゃん広場
（ベビーマッサージ）
１０：００～１２：００

２５

１４

〇おたのしみ教室
１５：３０～１７：００

○おもちゃ広場
１０：００～１４：００

１９

１８

❤台風の雲をつくろう
１５：３０～１６：３０

２３

１２

★保育園見学
（慈愛保育園）
１０：００～１１：００

１５

〇音楽教室
９：３０～
○館長さんと
描こうね
１３：３０～１６：００

２２

☆街の小さな音楽会
１１：００～１１：３０

〇ハンドベル教室
９：００～１７：００

〇おたのしみ教室
１５：３０～１７：００

○けん玉教室
１４：００～１５：３０

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

２８

〇おたのしみ教室
１５：３０～１７：００

★お誕生会
（８月・９月生まれ）
１０：３０～１１：３０

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

２１

２７

２６
○おもちゃ広場
１０：００～１４：００

○楽しく学ぼう
防災フェスタ
１３：３０～１５：３０

２９

〇音楽教室
９：３０～
○館長さんと
描こうね
１３：３０～１６：００

☆ 親子ＤＥワーク
ショップ
１０：００～１５：００

３０

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

保育のお仕事をお探しの方へ

からくりアートセンター

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。詳しくはセンターへお問合せ下さい。また
下記会場にて相談コーナーを設けます。興
味のある方は会場へお越し下さい。

１０月１日に開館１０周年を迎えるみやざきアートセ
ンターでは、１０周年を記念してＴＯＹクリエーター野
出正和さんの作品展示と市民参加型イベントを開催
します！

県民共済ひなたのベビーフェスタ 2019
・９月１日（日）都城会場 １０:００～１６:００
都城圏域地場産業振興センター（展示場）
・９月８日（日）宮崎会場
ＵＭＫスポーツスタジオ
・９月１５日（日）日向会場
日向市文化交流センター
【問合せ先】宮崎県保育士支援センター
☎０８０-３２２９-３２４３

★作品展示・体験
・巨大なピタゴラ装置・いろんなからくり装置
・その場で作れる工作コーナー・買って楽しいグッズ
期間：１０月３日（木）～１０月６日（日）
１０：００～１８：００＊最終日１７時迄
会場：みやざきアートセンター ４階
（宮崎市橘通西３－３－２７）
★イベント 参加者募集
みんなの夢でつなごう 若草通ピタゴラ装置
日時：１０月６日（日）１４：００～ （予定）
＊事前説明会 ９月７日（土） 要申込
【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】

