
令和元年度多様な子育て環境づくり支援事業 
トットとアートで未来を CREATE！子育て交流空間「トット」  

はじめて出会うリトミック 
 
    音楽で心と体の成長のお手伝い！！   
   講師 吉本 小也香さん 

（ピアノ＆リトミック教室 カラフルねいろ） 
   日時：２月２１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） 
   定員：未就学児とその保護者１５組 ※要事前申込 
   参加費：１組 ５００円  
 
 
 
 
   
〈申込先〉みやざき子ども文化センター   ６１-７５９０ 

 

  子ども劇団空風スマイルシアター 公演 
 

６月から毎月２回演劇について学んできた子どもたち。 
いよいよ今年度の締めくくりとして公演を行います。子ども

たちが考えた内容をもとに台本も出来上がり、本番に向けて練
習に励んでいます。セリフ覚えから衣装を考えたり大道具、小
道具を作ったりと自分たちの手で作品を作り上げていきます。 

午前・午後と２回公演です。（内容は同じ）とっても楽しいお
話しです！皆様のご来場をお待ちしています♪  
  「神鳴三兄弟」（カミナリさんきょうだい） 

日時：２月１６日(日) ①１１：３０～ ②１４：００～ 
  会場：宮崎県企業局県電ホール 

（宮崎市旭 1 丁目 2 番 2 号） 
  観覧料：無料  
  原作…原口奈々 

演出…永山智行（劇団こふく劇場）  
〈問合せ先〉みやざき子ども文化センター  ６１-７５９０  
                 〈子どもゆめ基金助成活動〉 

〈国文祭・芸文祭みやざき 2020 応援プログラム〉 

 

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。  
★保育士支援センターキャンペーンのお知らせ 
 ・２月 ８日(土)１０:００～１４:００ 

会場：イオン延岡ショッピングセンター 
 ・２月１５日(土)１０:００～１４:３０ 

会場：イオン宮崎 新星堂前（２階ブリッジ） 
  ＊当日、登録や相談も受け付けます。 

★サロンを開催します♪ 

「とびだせ！保育の世界へ」 
 お茶をしながら 保育の仕事を知ろう 
 現役保育士さんと意見交換してみませんか？ 

日時：２月２２日(土)１０:００～１２:００ 

  会場：みずほ保育園（宮崎市大塚町池ノ内１０９４番地） 

  対象：保育のお仕事に関心のある方（資格の有無は問いません） 

  定員：２０名（託児あり・託児申込 2/14 まで） 

参加費：無料 ＊要事前申込み（定員になり次第締切） 
  

親子 DE ワークショップ MUSIC DAY〈子どもゆめ基金助成活動〉 

五感で遊ぶ親子のためのワークショップを行いました♪ 
 
  １月２６日（日）、みやざき子ども文化センターのコペルキッ
ズにて、ボイスパフォーマーの中ムラサトコさんをゲストにお 
迎えし乳幼児親子を対象としたワークショップを行いました。 
 大きなロール紙を会場いっぱいに広げ“道”を作って歩いた
り、その紙を好きなように破いてみたり、音やことばに合わせ 
て体を思いっきり動かしたりと、大人も子どもたちもとっても 
楽しい時間を過ごしました。  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
  

 
      

   

 

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  ２０２０年２月号 

イベントカレンダーは裏面です 

キッズ・アート・アカデミーからイベントのお知らせ 
 

 ＫＩＤ’Ｓ☆ＳＴＡＲ＆アートドラムズ×ひなた 
「ごちそうアーツ」に出演します！ 

 
こどもコンテンポラリーダンスカンパニー “ＫＩＤ‘Ｓ☆ＳＴ

ＡＲ”と和太鼓チーム”アートドラムズ×ひなた“ は、ノンジャ
ンルでなんでもありのパフォーミング・アーツ・イベント「ごち
そうアーツ」に出演します！ 

「ごちそうアーツ」とは、県内外の多ジャンルのアーティスト
のパフォーマンスや、音楽、映像でアーティスティックに演出さ
れた雰囲気を、食べながら(軽食)、飲みながら（ソフトドリン
ク）、みんなで楽しむアートイベントです。  

日時：２月２２日(土) １６:００～１９:００＊出演時間は未定 
  会場：透明体育館きらきら/国際こども･せいねん劇場みやざき 

（宮崎市吉村町南田甲１０９３）  
〈イベント主催・問合せ先〉 

ごちそうアーツ実行委員会（片山氏）  ３３－９１１０ 
 
 
 
 
 
 
 
 

里親制度普及啓発講演会 ご参加お礼 
 

１月２５日（土）に開催しました講演会には、９０名近くの方
にご参加頂き、里親制度に関心のある方が増えていくことを嬉
しく思うとともに、これからの支援につながることを期待でき
る会となりました。ご参加頂きありがとうございました。 

講師の田中哲様（児童精神科医）には「子どもの心の育ちを
支えるコミュニティ」と題して、子どもの育ちに必要なコミュ
ニティの役割についてや、”親“が育てるということだけではな
く、子どもは社会全体で育てるものであり、社会の中でどう
やって育てていくのか、社会的養育の一つである里親養育とし
ての子どもとの関わり方などについてお話し頂きました。 
  

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します) 
 
〈連絡先〉 
里親普及促進センターみやざき  ２０-１２２０ 

Ｅ-mail  satooya@kodomo-bunka.org 
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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 

２月のイベントカレンダー 

みやざきアートセンターのお知らせ 
 

Ａｒｔ Ｂｏｘ 02 アートボックス   
 アートを通じた出会いと交流、制作活
動の支援を目的にアーティストを個展
形式で紹介する展覧会です。 
期間中はワークショップなども開催し
ています。  
＊アーティスト＊ 
ＡＲＡＫＩ ＳＨＩＲＯ/國嶋紗季/トマリアサミ/
フンドシダンスｂｙ佐土原高校デザイン技
術部  
期間 ２月２２日（土）～３月１５日(日) 
         ※火曜日休館 入場無料 

 
主催：みやざきアートセンター/協賛：宮崎市  
【問合せ先】 
みやざきアートセンター ☎２２‐３１１５ 

子どもとメディアみやざき第 2 回フォーラム  
アウトメディア～メディア漬けからの脱出～ 

 
 幼いころからのゲーム・スマートフォンなどのメディア漬
けについて考えるフォーラムが開催されます。  
  日時：２月２２日(土)１３:３０～１６:００ 
 会場：ＪＡ-ＡＺＭ 本館大研修室 
      (宮崎市霧島１丁目１番地１) 
 参加費：無料 定員：２００名 ※要事前申込  
 *基調講演「スマホ社会の落とし穴 
       ～子育ちに大事なこと～」  
  講師 内海裕美氏 

（吉村小児科院長、日本小児科医会常任理事） 
 ＊シンポジウム 

～宮崎でできるアウトメディアの取り組み～   
 【主催】子どもとメディアみやざき・宮崎県立看護大学 
  申込先 ＦＡＸ：０９８５－６９－６１０３ 
       Mail：kmmiyazaki29@yahoo.co.jp 
 

子育ての悩みや 
困りごとはありませんか？ 

 
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。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。各市町村にもあります。 
    
＊みやざき子ども文化センター 
   ☎６１－７５９０（平日１０時～１８時） 
 
＊みやざき子育て支援ポータルサイト 

「すくすくみやざき」 
＊宮崎市子育てナビ 
＊宮崎市子育て情報誌 

（それぞれホームページからご覧になれます。） 

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

〇音楽教室
９：３０～

〇ハンドベル教室
１０：００～１１：３０

○おもちゃ広場
（アートスタート）

１０：００～１４：００

２９

〇清武小学校作品
展示 ～２/１２まで

〇幼児工作教室
（ひな人形作り）

南今泉保育園年長組

○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
（親子ふれあい遊び）
１３：００～１５：００

☆ 子育て交流空間
「トット」

１１：００～１１：３０

〇ピンポンキッズ
１０：００～１１：３０

★ひな人形づくり
１０：３０～１１：３０

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

〇音楽教室
９：３０～

★鬼の面作り・豆まき
１０：３０～１１：３０

○おもちゃ広場
１０：００～１４：００

★～親子の絆つくり
プログラム～

きょうだいが生まれ
た！～ＢＰ２プログラ
ム

１０：１５～１２：１５

★たの健康ふくしま
つり（子育て支援セ
ンターコーナーほか）

１０：００～１４：００
会場：田野文化会館
およびその周辺

○おもちゃ広場
（絵本読み聞かせ）

１０：００～１４：００

❤豆まき
１５：３０～１６：３０

〇ピンポン道
１６：００～１７：００

〇おたのしみ教室
１３：３０～１５：３０

〇ハンドベル教室
１０：００～１１：３０

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

〇宮崎県パネル展示
「NOSAI 宮崎の農村
写真展」

～２/２８まで

❤ぜんざいつくり
１５：３０～１６：３０

❤ひな人形つくり
１５：３０～１６：３０

〇「とびだせ動物た
ち」作品展示

～２/１６まで

〇おたのしみ教室
１５：３０～１７：００

○子育て支援セン
ター「子そだてまつり」
協賛工作

１０：００～１２：００

❤バレンタインチョコ
つくり

１０：００～１１：３０

★～親子の絆つくり
プログラム～

きょうだいが生まれ
た！～ＢＰ２プログラ
ム

１０：１５～１２：１５

★～親子の絆つくり
プログラム～

きょうだいが生まれ
た！～ＢＰ２プログラ
ム

１０：１５～１２：１５


