
＜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」のお知らせ 
 
       トットとアートで未来を CREATE！ 
 
 親子でさまざまな体験ができる場を作りたいと定期的に開催して
いるイベント。今回はクリスマスをテーマに子どもたちの手形や足
形で素敵な作品づくりをします！ 
 

『手形・足形を素敵なクリスマスアートに』 
 

   ゲスト 黒木愛子さん（ペタペタアートアドバイザー）  
   日時：１２月１７日（火）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） 
   定員：親子２０組 ※要事前申込 
   材料費：お子様一人 １,０００円   
 〈問合せ・申込先〉 

みやざき子ども文化センター ☎ ６１-７５９０ 
 
  

 
 
 

 
  
 

 
      

 

 

 

 

   

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１２月号 

イベントカレンダーは裏面です 

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。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』 
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 

 
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） 

 
〈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 

キッズ・アート・アカデミーの子どもたちがイベントに出演します！ 
   
   アートドラムズ×ひなた ステージ出演♪  

１１月６日に当団体の２０周年記念として開催した「BELIEVE」
（バージニアビーチ市の高校生によるステージ）、１７日には新富町
文化会館で行われたジュニア太鼓コンクールに出場しました！メン
バーは緊張する様子もなく堂々と演奏を披露しました。海外の高校
生のステージや他の太鼓チームの演奏にたくさんの刺激を受け、子
どもたちはその後の練習にさらに打ち込むようになりました♪ 

今月は九州最大級の和太鼓の祭典「太鼓 Energy」のオープニング
で演奏します。ぜひ見に来てください！ 

メンバー随時募集中です！無料体験もありますので興味のある方
はみやざき子ども文化センターへお問い合わせください。   
 『太鼓Ｅｎｅｒｇｙ２０１９』 
  
日 時：１２月２２日(日) 

１４:００開場/１４:３０開演 
会 場：西都市民会館 

（西都市小野崎２－４９） 
入場料：全席自由２,０００円 

（当日２,５００円） 
    ＊未就学児入場無料 
出演者：橘太鼓響座/岩切響一ほか   
<共催>西都市民会館/太鼓 Energy 実行委員会 
<チケットのお問合せ先>株式会社 太鼓屋 ☎５４-０１１６ 

  
   ＫＩＤ´Ｓ☆ＳＴＡＲ 自主公演決定♪  
 こどもコンテンポラリーダンスカンパニー キッズ☆ス
ターは、11/25 に行われた「パープルリボンキャンペーン」
に今年も出演しダンスを披露してきました。夕方ライトアッ
プされた県庁の前で踊るこどもたちは少し幻想的な風景でし
た。今月２８日には、自分たちで企画したステージを行うこ
とが決まりました！公演の企画やチラシづくりも子どもたち
がみんなで協力して取り組んでいます。年の瀬の慌ただしい
中ですが、子どもたちの元気なダンスを観てホッと一息つき
ませんか？   

日 時：１２月２８日（土） 
開場１３:００/開演１３:３０ 

会 場： 透明体育館きらきら 
（宮崎市吉村町南田甲１０９２） 

入場料： 無料（チケットをお配りします） 
 
<主催> 
こどもコンテンポラリーダンスカンパニー 

ＫＩＤ`Ｓ☆ＳＴＡＲ 
<協力> 
NPO 法人 MIYAZAKI C-DANCE CENTER 
んまつーポス  
<お問合せ先>みやざき子ども文化センター 

 ☎６１-７５９０ 

宮崎県知事より表彰されました  
先月９日・１０日に宮交シティにて開催しました「未来みやざ

き子育て応援フェスティバル」には今年も４,０００名を超える
方々にご来場頂きました。ご来場の皆様、ご協力いただきました
団体、企業の皆様へ実行委員会よりお礼申し上げます。 

当日会場で行われた宮崎県の『未来みやざき子育て表彰』にお
いて“子育て支援団体の部”で当団体が賞を頂きました。 

来年２０周年を迎える目前にこれまでの活動の実績が評価さ
れたことは嬉しい限りです！これもひとえにみなさまの支えが
あってこそのものだと思います。日頃よりご協力、ご支援いただ
いている皆様へ深く感謝するとともに、今後も子どもたち、地域
のために活動を続けて参りたいと思います。 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 ６日に開催した「BELEVE」にはたくさんの皆様にご
来場いただきありがとうございました。 

バージニアビーチ市の GSA（ガバナーズ・スクール・
フォー・アーツ）様からは、２０周年のお祝いに「国
際文化交流賞」を授かり、記念のトロフィーと花束を
頂きました。皆様の温かいお心に感謝いたします。 

寄附を頂きました  
先日、創立７０周年記念と新社長就任の祝賀会へ日高本店様よ

りお招きを頂きました。日高本店様には当団体で行っている乳幼
児親子向けの音楽会の会場としてお店を利用させて頂いたり、イ
ベントの際にご協力を頂いたりと長くお付き合いをさせて頂いて
います。この日は心温まるおもてなしに溢れたセレモニーに感動
しました。また記念式典の中で、子どもたちのために役立ててほし
いと当団体へ御寄附を頂きました。未来を担う子ども達のために
大切に使わせて頂きます。関係する皆様へ厚く御礼申し上げます。 



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
（最終回）

１４：００～１５：３０

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 ３１

〇幼児工作教室
獅子頭作り
サティこども園年長組

９：３０～１１：００
○おもちゃ病院
１３：００～１６：００

○おもちゃ広場
（アートスタート）
１０：００～１４：００

★赤ちゃん広場
１０：００～１２：００
（足形アート）

☆ おやこひろば
「トット」

１１：００～１２：００

〇ピンポンキッズ
１０：００～１２：００

○県パネル展示「災
害への備え１００％」
を目指しましょう！

～１２/２５まで

〇工作いっぱい
クリスマスフェスタ
１３：００～１６：００

〇ピンポンキッズ
１０：００～１２：００

〇音楽教室
９：３０～

★お正月折り紙リー
スを作ろう

１０：３０～１１：３０

○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
１３：００～１５：００

（ベビーマッサージ
１３：３０～）

〇とびだせ動物たち
１３：３０～１５：３０

〇しめ縄作り
１３：３０～１５：３０

○おもちゃ広場
１０：００～１４：００

❤クリスマスカードつ
くり

１５：３０～１６：３０

❤クリスマス会
１２：００～１６：３０

〇ピンポン道
１６：００～１７：００

〇おたのしみ教室
１５：３０～１７：００

★クリスマス会
１０：３０～１６：００

○ペアレンツ講座
クリスマスリース作り
１３：３０～１５：３０

＊定員に達しました

〇ハンドベル教室
１０：００～１１：３０

〇ピンポンキッズ
１０：００～１２：００

〇とびだせ動物たち
１３：３０～１５：３０

  

 
   

 

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 

１２月のイベントカレンダー 

みやざきアートセンターイベントのお知らせ 
◆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 
       中高生  ９００円 

        小学生   ７００円 
〈主催〉 
名探偵コナン科学捜査展宮崎展実行委員会 
 

◆クリスマススペシャルコンサート  
 日時：１２月２２日（日）１４:００～１５:３０ 

会場：みやざきアートセンター太陽の広場 
出演：アカデミック・ブラス・アンサンブル 

 入場：無料 
 
【問合せ先】 
みやざきアートセンター ☎２２‐３１１５ 

〈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
ご存知ですか？  
「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。 

子ども食堂のことを知っていただくために
子ども食堂(地域食堂)開設のためのセミナーを 
行います。 
日時：２０２０年１月２２日(水) 
   １９:００～２１:００(１８:３０～受付) 
会場：宮崎市民プラザ４階 大会議室 
   （宮崎市橘通西１丁目１番２号） 
対象者：子ども(地域)食堂をはじめてみたい方 

や興味のある方。＊定員５０名 
【申込・問合せ先】 

支え合いの地域づくりネットワーク 
☎０８０-４６９９-６７８８ 

～年末年始休館日のお知らせ～  
●みやざき子ども文化センター 
 １２月２８日(土)～２０２０年１月５日（日）  
●宮崎市田野地域子育て支援センター ●宮崎市田野児童センター 
●宮崎市きよたけ児童文化センター 
 １２月２９日(日)～２０２０年１月３日(金) 

 


