
＜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♪ 
作品ができあがったら、ファッションショーもします♪ 自分だけのおしゃれグッズを作って 
みんなに見てもらおう！ 
 
  日 時：１０月２０日（日）１１:００～１６:００ 
  会 場：宮崎科学技術館 多目的ホール 
   対 象：宮崎市内の小学生・中学生  
 

障子紙でおしゃれをしよう  いっしょに作る人：椎 俊一さん（造形作家）    
アクセサリーをつくろう    いっしょに作る人：後藤麻夫さん（造型作家）  
帽子・ヘアアクセサリーをつくろう いっしょに作る人：酒井美由紀さん（キッズアートインストラクター）  
バッグをつくろう＆リメイクしよう いっしょに作る人：樺島優子さん（テキスタイルアーティスト）・大野 匠 さん（彫刻） 

＊リメイクしたいバッグを持ってきてね  
王子様・お姫様になろう  いっしょに作る人：原井静香さん（デザイナー）  
T シャツデザイン＆リメイクしよう  いっしょに作る人：宮崎県立佐土原高校 産業デザイン科のみなさん 

＊リメイクしたい T シャツを持ってきてね    
【主催】宮崎市文化・市民活動課 ☎ ０９８５－２１－１８３５ 

  

 
 
 

 
  
 

 
      

 

 

 

 

 

 

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１０月号 

イベントカレンダーは裏面です 

参加費 
無料 

     ＜令和元年度多様な子育て環境づくり支援事業＞ 

       おやこひろば「トット」ハロウィンを楽しもう！  
 ～英語に親しみ国際交流を体験～  
ハロウィンの衣装を持っている人は衣装を着てきてね！  

 ゲスト：窪田理佳さん 
 日時：１０月３１日（木）１１:００～１２:００ 
 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 
 

未来みやざき子育て応援フェスティバル２０１９のお知らせ    
 
毎年宮交シティを会場に開催している「未来みやざき子育て応援フェスティバル」は今年１０周年を迎え『―おかげさまで
１０周年― あったらしい！こんなつながり』をテーマに行政・企業・子育て支援団体が一堂に集まります。宮崎県内の子
育てに関する情報が盛りだくさん。助産師・管理栄養士などの専門家も参加します。子育て中の方はもちろん、妊娠・出産
を控えている方など、どなたでも参加できます。困りごとやお悩みを解決するヒントになるかも！親子で楽しめるコーナー
もありますのでぜひご家族そろって会場にお越しください。 
  

 日 時：１１月９日（土）・１０日（日） １０:００～１６:００ 

  会 場：宮交シティ 紫陽花ホール･ガリバー広場･アポロの泉（宮崎市大淀４丁目６番２８号） 
 
★アポロの泉★              ★紫陽花ホール・ガリバー広場★ 

９日 オープニング                                両日 行政・企業・子育て支援団体紹介コーナー 
（ひなたインターナショナルプリスクール）      出前子ども食堂（今話題の子ども食堂を体験しよう！） 

       UMK アナウンサーによる読み聞かせ会        おもちゃ広場（赤ちゃん用のおもちゃもあります） 
     コンサートなど                   無料体験コーナー 
１０日 子育てのバリエーションを楽しもう！         作って遊ぼう  
   （子育ての困りごとありませんか？よりそう団体大集合！）   ミル子ちゃんの搾乳体験、牛乳試飲 
    コンサートなど                   似顔絵コーナー などなど  
 
【主催・問合せ先】宮崎県・未来みやざき子育て応援フェスティバル実行委員会 事務局 

TEL:０９８５-６１-７５９０（NPO 法人みやざき子ども文化センター内） 

＊事前のお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。 

 
入場無料 

子育てのプロが揃っている
ので安心して子育て相談が
できます。各コーナーへの事
前の申込や予約は必要あり
ません。直接会場へお越しく
ださい。（先着順となります）

― １０月は「里親を求める運動月間」です ― 
 

「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。 
 １０月の里親を求める月間に合わせ、里親制度を広く知ってい
ただくために宮崎県内３カ所でキャンペーンを実施します。興
味・関心のある方はぜひ会場へお越しください。専門のスタッフ
がご相談にも応じます。     
    里親制度普及促進キャンペーン    
   １０月２７日（日）１０：００～１４：００予定 
   ≪会場≫ ＊３カ所同時開催 

宮崎市…イオンモール宮崎（宮崎市新別府町江口 862-1） 
延岡市…イオン延岡店（延岡市旭町 2 丁目 2-1） 
都城市…イオン都城店（都城市早鈴町 1990） 

  
★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。(＊ご来所前にご連絡をお願います。) 
 

【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   

<受付時間> 月～金曜日 １０：００～１８：００ （祝祭日を除く） 

⇓
 

昨
年
度
の
様
子 

姉妹都市・バージニアビーチ市の高校生による歌と踊りのパフォーマンス  
MUSIC CAN MAKE YOU ＢＥＬＩＥＶＥ  

 宮崎市の国際姉妹都市、バージニアビーチ市内とその近郊に住む高校生
３８名によるミュージカル・ステージ！バージニア州政府の特別教育プログラ
ムで音楽と歌とダンスを専門に学んでいる学生たちによるプロ顔負けのステー
ジをお楽しみください。当団体所属のアートドラムズ×ひなたも出演します！  
日時：１１月６日（水）１８：３０開演  会場：宮崎市民文化ホール 大ホール 
入場料: 一般・大学生２，０００円（前売１，５００円） 

高校生以下 １，０００円（前売５００円）  
★ＮＰＯ法人宮崎文化本舗×ＮＰＯ法人みやざき子ども文化センター創立 
２０周年/姉妹都市２７周年記念事業 

  
 〈主催・問合せ先〉ＮＰＯ法人宮崎文化本舗   ０９８５－６０－３９１１  

             

先月のプレイベントの様子 

前売券は子ども文化センター
でも取扱っています 



 

 
   

 

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
１０：００～１７：００

○おもちゃ広場
１０：００～１４：００

２９ ３０ ３１

★ミニ運動会
１０：３０～１１：３０

〇清武中学校作品

展示～１１月６日迄

〇幼児工作教室
おさかなちゃんつく
り 清武みどり幼稚
園 年長組

○館長さんと
描こうね

１３：３０～１６：００

○おもちゃ広場
（絵本読み聞かせ）
１０：００～１４：００

☆おやこひろば「トッ
ト」 ハロウィンを楽しも
う！

１１：００～１２：００

〇おたのしみ教室
１３：３０～１５：３０

〇ピンポンキッズ
１０：００～１２：００

★幼稚園型認定こど
も園見学（田野カト
リック聖母幼稚園）
１０：００～１０：４５

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
１０：００～１２：００

〇音楽教室
９：３０～

★ハロウィンパーティ
１０：３０～１１：３０

○おもちゃ広場
（アートスタート）
１０：００～１４：００

○絵本作家ザ・キャ
ビンカンパニー
ワークショップ＆えほ
んおはなし会

１３：００～１５：２０

★避難訓練（火災）
１０：３０～１１：３０

★赤ちゃん広場
（抱っことおんぶの
講習会）
１０：００～１２：００

○おもちゃ広場
１０：００～１４：００

❤ハロウィンの
かざりをつくろう

１５：３０～１６：３０

❤ハロウィンの
絵を描こう

１５：３０～１６：３０

〇ピンポンキッズ
１０：００～１２：００

〇おたのしみ教室
１５：３０～１７：００

○館長さんと
描こうね

１３：３０～１６：００

●子どもアートフェス
ティバル

－オシャレイワ－
宮崎科学技術館
１１：００～１６：００

○おもちゃ広場（おも
ちゃいっぱいの日）

１０：００～１４：００

〇幼児工作教室
おさかなちゃんつく
り 清武みどり幼稚
園 年長組

  
 

 
 
 
 

 
 
 
  

   
 

 
 

 
 

 
 

  
     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

   
  

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 

 

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 

１０月のイベントカレンダー 

 

みやざきアートセンターのイベント  
◆第４４回 宮崎市美術展  *入場無料＊ 
 開催期間：１０月２６日（土）～１１月１０日（日） 
        １０:００～１８:００入場無料、会期中無休 
主催：宮崎市、宮崎市美術展運営委員会、アートセンター 

  
◆名探偵コナン 科学捜査展 真実への推理 
 開催期間：１１月２３日（土）～１月１９日（日） 
        １０:００～１８:００（入館は１７:３０まで） 
      休館日/火曜日（12/24 除く）、12/30～1/1 
 
 観覧料：一 般１，２００円（前売・団体１，０００円） 
      中高生  ９００円（前売・団体   ７００円） 
      小学生   ７００円（前売・団体   ５００円） 
 主催：名探偵コナン科学捜査展宮崎展実行委員会 
 
会場：みやざきアートセンター 

（宮崎市橘通西３-３-２７） 
 
【問合せ先】みやざきアートセンター ☎２２‐３１１５ 

めだかといっしょにきく音楽会  
木城えほんの郷の収穫祭２０１９  
The Blue Aurora  

Saxophone Quartet 
（ブルーオーロラサクソフォンカルテット）  

”サックス界の革命児“平野公崇が仲間と結成

した、サックス四重奏団による演奏です。 
 
 日時：１０月２６日（土） 開場１７：３０ 

開演１８：３０ 
 会場：えほんの郷 水のステージ 
     （児湯郡木城町石河内４７５） 
 料金：大   人４，０００円（前売３，５００円） 

小中高生２，０００円（前売１、５００円） 
＊木城えほんの郷の会員は５００円引 

  
 〈主催・問合せ先〉木城えほんの郷 

                 ☎０９８３－３９－１１４１  
              

前売券は 
子ども文化センター
でも取扱っています 


