
里親制度説明会＆相談会を行います   
「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月は里親を求める月間となっており、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
しました。ご来場いただいた皆様へお礼申し上げます。 
 来月１２月には制度説明会を行います。里親に関心のある
方どなたでも参加できますので、まずは里親の役割を知るこ
とから子どもたちの支援に関わってみませんか。 
  

日 時：１２月５日（土）１０：００～１２：００  
会 場：宮崎市総合福祉保健センター 

     （宮崎市花山手東三丁目 25 番地 2） 
内 容：里親制度の説明・DVD 視聴（里親家庭ドキュメンタリ―） 

  または里親体験談・個別相談会 
  参加費：無料（*要事前申込） 
 

里親制度普及啓発講演会のお知らせ  
日 時：令和３年１月１６日（土）１３：３０～１６：１５  
会 場：南九州大学 宮崎キャンパス（宮崎市霧島５丁目１-２） 
    ＊要事前申込 １１月２５日（水）受付開始 

 
【問合せ・申込先】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） 

未来みやざき子育て応援フェスティバル 2020 
～今だからこそ自分らしくみんなで子育てを楽しもう～  
例年宮交シティにて開催しています「未来みやざき子育て応
援フェスティバル」ですが、今年は新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、形式を変えて開催いたします。  
★会場でのイベント★ 

日時：１１月７日（土）１３：００～１５：００ 
会場：宮交シティ アポロの泉 入場無料 
内容：１３：００～ 

実行委員長あいさつ・知事あいさつ・子育て表彰式 
１４：００～ 

コンサート「ひなたの音楽家たち」 
★特設ホームページ★ 

子育て支援情報を発信する特設ページがオープンします。 
随時情報を UP していきますので、ぜひご活用下さい！ 
１１月４日（木）オープン 

ＨＰアドレス  https://festival.pref.miyazaki.la.jp/  
 

〈問合せ先〉 
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
NPO 法人みやざき子ども文化センター内  ６１-７５９０ 
 

トットとあそぼう！！  

「親子あそびの広場」を開催します 
 
１歳～２歳のお子様と保護者のためのあそびのひろばで

す。手遊び、簡単なおもちゃ作り、読み聞かせなど子育てが
楽しくなる「発見」がいっぱい！親子で楽しい時間を過ごし
ませんか。 

講  師 工藤純代さん（保育士）  
日 時：１１月２０日（金） 

１０：１５～１１：３０ 
（受付１０:００から） 

定 員：１歳～２歳のお子様とその保護者 ６組限定  
完全予約制（※事前に予約のない方は入場不可） 

   ＊予約時に参加者全員のお名前･連絡先を伺います。 
会 場：みやざき子ども文化センター コペルキッズ 
参加費：１組 ５００円 
 
〈問合せ･申込先〉NPO 法人みやざき子ども文化センター 

 ０９８５-６１-７５９０ 

 
 
  

 
 
 
 

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  ２０２０年１１月号 

イベントカレンダーは裏面です 

宮崎はまだ日差しが強い日もありますが、秋も深まり山の方では木の葉が色づく季節になりましたね。朝晩は
少しずつ冷えてきましたが、日中過ごしやすい日には近くの公園などに出かけて、のびのびと身体を動かした
り、お散歩しながら木の実を見つけたり、秋を楽しみましょう。 

ライブへのエール。ライブからのエール。 ＪＡＰＡＮ ＬＩＶＥ ＹＥＬＬ project 2020 in みやざき 
「国文祭・芸文祭みやざき２０２０ さきがけプログラム」  

このプログラムは、コロナ禍により失われた文化芸術体験の機会を全国規模で取り戻すとともに、人々の創造、参加、鑑
賞を後押しするため、文化庁の委託を受けた「JAPAN LIVE YELL project 2020 in みやざき実行委員会」が全国２７都道府県
の文化芸術団体と連携し開催するものです。 

当団体も宮崎市内の保育園や児童クラブの子どもたちに音楽を届ける「music for kid’s」、児童クラブ・児童館・児童セン
ターのシンボルをアーティストとともに子どもたちと製作する「君が主役だ！すてきなアート体験」、宮崎県内唯一のこども
コンテンポラリーダンスカンパニーKID’S☆STAR の公演の３つのプロジェクトで参加しています。 

こどもコンテンポラリーダンスカンパニーKID’S☆STAR の公演はどなたでもご覧いただけますので、ぜひ会場で子どもた
ちのステージをお楽しみ頂きたいと思います。ご来場お待ちしています。 

  
日時：令和３年１月１７日（日）１３時開場 会場：透明体育館きらきら/国際こども青年劇場みやざき  

        ＊入場無料 整理券を配布します 
 

≪参加についてのお願い≫ 
 イベントなどへ参加される方は新型コロナウイルス感染症
拡大防止のためご自宅で検温を行い、発熱のある場合や体調が
優れない場合の参加はご遠慮ください。またマスクの着用をお
願いいたします。 
 

 
- 子どもゆめ基金助成活動 - 

キッズアートアカデミー 親子 DE ワークショップ 

ダンボールであそぼう！！ 

ダンボールロボットをつくってあそぼう！   
着て歩けるダンボールロボットをつくってあそぼう♪ 

  
講師  松下太紀氏（立体造形アーティスト） 
 

日 時：１２月６日（日）１０:００～１５:００ 
対  象：未就学児５～６歳（小学生不可）とその保護者 
会  場：宮崎市生目の杜 遊古館 
    （宮崎市大字跡江４２００番地３） 
定  員：親子１５組 
参加費：親子１組 １，５００円  

＊要事前申込 
 持ち物：お弁当、飲みもの   
〈申込先〉NPO 法人みやざき子ども文化センター 
       ０９８５-６１-７５９０ 

   11/5（木） 
受付開始 



 

 

 

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。
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 
 
＊新型コロナウイルス感染拡大防止の為、ご相談
は主に電話・メールで受付ています。来所にて相談
ご希望の方は必ず事前にご連絡をお願いします。 

  
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 

      
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 

 
    

  

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 

 

mail：center@kodomo-bunka.org/ HP: http://www.kodomo-bunka.org  

〒880-0051 宮崎市江平西 1 丁目 5 番 11 号 江平ﾋﾞﾙ 105 

【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 

TEL:０９８５-６１-７５９０  FAX:０９８５-６１-３６３５ 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座などの行事につきましては、 
中止または延期になる場合もあります。 

詳しくは各施設にお問い合わせ下さい。 
  

宮崎市きよたけ児童文化センター  ☎８５－６８１１ 
田野地域子育て支援センター    ☎８６－１３９０ 
＊田野児童センターは登録者以外利用できません。 

 

 
-令和２年多様な子育て環境づくり支援事業- 

講演会のお知らせ 
 

『からだの“おかしさ”を科学する』  
講師 野井真吾氏（日本体育大学教授） 
 

日時：令和３年１月３０日（土）１３：３０～１５：３０ 
会場：宮崎市民文化ホール イベントホール 
対象：子育て支援者、子どもの育ちに興味のある方、 

子育て中の方 
参加費：無料 ＊要事前申込  
主催：子育てネットワークみやざき 

  
 -申込・問合せ先-（事務局）  
特定非営利活動法人みやざき子ども文化センター 

 TEL:０９８５-６１-７５９０  FAX:０９８５-６１-３６３5 

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加
される方は、マスクの着用をお願いします。当日
体調の悪い方はご遠慮下さい。 

 
生賴範義展 

創作の軌跡と秘密を探る 
 

イラストレーター生賴範義が遺した映画ポスター、
書籍装画などの作品と、制作にまつわる資料など
１９０点を一堂に展示。 
開催期間：１１月１５日（日）まで（開催中） 
   時間：１０：００～１８：００（入場１７：３０まで） 
        期間中、休館日なし 
会   場：みやざきアートセンター ５階 
観 覧 料：１８歳以上 ５００円 
       １７歳以下 無料 
      ＊小学生以下は保護者同伴で入場可 
第３５回国民文化祭・みやざき２０２０・第２０回 
全国障害者芸術・文化祭みやざき大会さきがけ 
プログラム 

〈問合せ先〉みやざきアートセンター 
☎０９８５-２２-３１１５ 

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
１０：００～１２：００

２９

３０

〇加納中学校
作品展示

～１１月２５日まで

★お誕生会
（１０月・１１月生まれ）

１０：３０～１１：００
＊申込締切 １１/２４

○おもちゃ広場（おひ
ざでだっこおはなし会）

１０：００～１２：００

☆ 街の小さな音楽会
特別編（※要申込）
１０：１５～１１：４０

会場：宮交ボタニック
ガーデン青島

〇おたのしみ教室
１３：００～１５：００
自由参加 無料

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

〇とんとんすもう道
１６：００～１７：００

自由参加 無料

〇ハンドベル教室
１０：００～１１：３０

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

○おもちゃ広場
１０：００～１２：００

★きょうだいが生まれ
た！ ～親子の絆づくり
プログラム～

１０：３０～１２：３０
（定員に達しました）

★赤ちゃんの日
（絵本で遊ぼう）
１３：００～１５：００

〇おたのしみ教室
１５：３０～１７：００

❤毛糸で帽子の
ストラップをつくろう
１５：３０～１６：３０

○おもちゃ広場（おも
ちゃいっぱいの日）

１０：００～１５：００

○おもちゃ広場
１０：００～１２：００

〇アート塾⑨
１３：００～１５：００

〇清武中学校
作品展示

～１１月４日まで

★乳幼児がいる家庭
の防災講座

１０：３０～１１：3０
定員１０組程度
＊申込締切 １１/１０

○おもちゃ広場（おも
ちゃいっぱいの日）

１０：００～１５：００

〇音楽教室
９：３０～

〇幼児工作教室
獅子頭つくり

（南今泉保育園）
９：３０～１１：００ 〇アート塾⑩

１３：００～１５：００

❤巨大おりがみを
折ろう
１５：３０～１６：３０

☆ 親子あそびの広場
１０：１５～１１：３０

○アートな杜の
不思議イス①

（２回連続で参加でき
る方 ※要申込）

１３：００～１５：３０

○アートな杜の
魔法の木
１３：００～１５：３０

○アートな杜の
不思議イス②

（２回連続で参加でき
る方 ※要申込）

１３：００～１５：３０

〇清武みどり幼稚園
作品展示
～１２月９日まで

★きょうだいが生まれ
た！ ～親子の絆づくり
プログラム～

１０：３０～１２：３０
（定員に達しました）

★きょうだいが生まれ
た！ ～親子の絆づくり
プログラム～

１０：３０～１２：３０
（定員に達しました）

★きょうだいが生まれ
た！ ～親子の絆づくり
プログラム～

１０：３０～１２：３０
（定員に達しました）

★赤ちゃんの日
（離乳食について）
１０：００～１２：００

❤おおむかし体験
「縄文文様体験」
１５：３０～１６：３０

❤おおむかし体験
「カラー拓本体験」
１５：３０～１６：３０

❤おおむかし体験
「石器にふれる」
１５：３０～１６：３０


