
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。（各コーナーへの申込や事前予約は必要ありません。
直接会場にお越しください。＊先着順となります。）   
 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） 
 
【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:６１-７５９０（NPO 法人みやざき子ども文化センター内） 

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 

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

〈宮崎市子ども食堂ネットワーク応援事業〉 

みんなの居場所「子ども食堂」のこと知っていますか？  
 「子ども食堂」は、子どもから高齢者まで地域の誰もが「食」を通して集まることができる新しいコミュニティの形として
地域にある“みんなの居場所”です。 
 現在、全国に３,７００箇所とも言われ、宮崎市内に１７箇所の子ども食堂が開設されています。単に食事を提供するだけで
はなく、“ふれあい”や“だんらん”など様々な世代の人たちとの交流の場としての「居場所」を目指して取り組んでいます。 

子ども食堂を始めたい方、子ども食堂に行ってみたい方、子ども食堂に野菜や食品を提供したい方など、お気軽に子ども食
堂コーディネーターへご相談ください。コーディネーターが皆さまのお手伝いをします！ 
 今月は宮交シティにて開催する未来みやざき子育て応援フェスティバルの会場で、「出前子ども食堂」 
を開催します。子ども食堂がどんな活動をしているのか紹介コーナーもありますので、関心のある方は 
会場へお越し下さい。 
    
 
 
 事務局 支え合いの地域づくりネットワーク 
     （特定非営利活動法人みやざき子ども文化センター×特定非営利活動法人みやざきママパパｈａｐｐｙ） 
    〒８８０－００５１ 宮崎市江平西１丁目５番１１号 江平ビル１０５号（みやざき子ども文化センター内） 
        ＊この事業は宮崎市の委託を受けて実施しています。【担当課：宮崎市子ども未来局子育て支援課】   

   キッズアートアカデミー「ＫＩＤ′Ｓ☆ＳＴＡＲ」イベントに出演します♪  
 当団体所属のこどもコンテンポラリーダンスカンパニー「ＫＩＤ‘Ｓ☆ＳＴＡＲ」は今月２つのイベントに 
出演します。爽やかな秋風に乗ってのびのびと踊る子どもたちをぜひ見に来てください！  
★「森のこども園」放て空へ、未来へ平和の約束～大地の歌～ 

チェロ演奏と青蓮＆TEO さんと一緒に踊ります。 
  日時：１１月３日（日）１４：３０～（本舞台） 
  会場： 宮崎市平和台公園「ひむか村の宝箱」前 
   観覧料：無料 
 〈主催・問合せ先〉ひむか村の宝箱 ☎３１－１２４４ 
 

 
 
 

 
  
 

 
      

 

 

 

 

 

 

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１１月号 

イベントカレンダーは裏面です 

 ＜子育て応援マンス関連事業＞ 

  「街の小さな音楽会」のお知らせ♪ 
 
 心と体を癒す素敵な音楽に子どもの時から親しんでほ
しいという想いを込め開催している街の小さな音楽会。
今回はいつもと違う街中のお店を会場に開催します♪ 

休日のひとときを親子で楽しみませんか？  
 出演者：日高慶子さん（ヴァイオリン） 
     日高亜美さん（ピアノ） 
     衞藤和洋さん（パーカッション） 
 日時：１１月１７日（日）１１:００～１１:３０ 
 会場：若草ＨＵＴＴＥ ２Ｆ（宮崎市橘通東３丁目５） 
 参加費：親子（未就学児とその保護者）１組５００円 
                   ※要事前申込  
 〈問合せ・申込先〉 

みやざき子ども文化センター ☎ ６１-７５９０ 
 

 
入場無料 

≪お問合せ先≫ ０８０－４６９９－６７８８（コーディネーター直通） 

★パープルリボンキャンペーン 
 （女性への暴力根絶を訴えるキャンペーンイベント） 
 日時：１１月２５日（月）１７:３０～１８：３０ 
 会場：宮崎県庁本館前庭 ※雨天時は県企業局県電ホール 
〈主催〉特定非営利活動法人みやざき男女共同参画推進機構 
               ☎３２－７５９１ 

 
＜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大盛況でした♪ 
 
「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！と開催した子どもアート
フェスティバルは５００人を超える参加者で大賑わいでした
♪アーティストと一緒に親子で作品づくりに熱中し、素敵な
作品がたくさん生まれました♪今回は作品づくりだけではな
くファッションショーも行いました。自分たちで作った作品
を身に着けレッドカーペットを歩く姿も決まってました。 
  



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
（絵本読み聞かせ）

１０：００～１４：００

２９ ３０

★マザーズコーチン
グ体験会

１０：３０～１１：３０

〇清武中学校作品

展示～ ６日迄

〇幼児工作教室
獅子頭作り しんま
ちこども園 年長組

９：３０～１１：００

★お誕生会
（１０月・１１生まれ）
１０：３０～１１：３０

○館長さんと
描こうね

１３：３０～１６：００

○おもちゃ広場
１０：００～１４：００

☆街の小さな音楽会
１１：００～１１：３０

場所：若草ＨＵＴＴＥ

〇おたのしみ教室
１３：３０～１５：３０

〇ピンポンキッズ
１０：００～１２：００

★わらべ歌と絵本で
遊ぼう
１０：３０～１１：３０

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～

○おもちゃ広場
（おもちゃいっぱい

の日）
１０：００～１４：００

★赤ちゃん広場
（ベビーマッサージ）

１０：００～１２：００

○おもちゃ広場（堤さ
んのおもちゃ作り）

１０：００～１４：００

❤空気砲をつくろう
１５：３０～１６：３０

❤ドッジボール大会
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

❤フェルトでスイーツ
をつくろう
１５：３０～１６：３０

〇幼児工作教室
獅子頭作り

清武幼稚園年長組
９：３０～１１：００

○楽しいクリスマスタ
ペストリー教室①
１３：００～１６：００

＊定員に達しました

○楽しいクリスマスタ
ペストリー教室②
１３：００～１６：００

＊定員に達しました

〇加納中学校作品

展示～ ２７日迄

〇清武みどり幼稚

園作品展示

～１２月 １１日迄

 

 
   

 

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 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
  

   
 

 
 

 
 

 
 

  
     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

   
  

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 

１１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 

里親制度普及啓発講演会のご案内 
子どもを“一人の個”として認め育てる中で“子

どもの心を大人にしていく（自立）”ために年齢期
ごとでの子どもの育ちを理解することが必要で
す。ご一緒に学んでみませんか？    

『子どもたちに“笑顔”を 
子どもたちから“笑顔”を』  

第Ⅰ部 里親制度説明･里親体験談 
第Ⅱ部 講演「子どもの心の育ちを支える 
       コミュニティ」 
      講師：田中 哲 氏（児童精神科医） 
 

日時：令和２年１月２５日（土） 
   １３:３０～１６:００（受付１３:００～） 
会場：ＪＡ・ＡＺＭホール 別館２０２研修室 
 定員：１００名 ※要事前申込み、託児有 
 参加費：無料 
 
〈申込･問合せ先〉 
里親普及促進センターみやざき ☎２０-１２２０ 

Ｅ-mail  satooya@kodomo-bunka.org 

前売券は 
子ども文化センターでも

取扱っています 


