
トットとあそぼう！！  

「親子あそびの広場」参加者募集 
 
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。 
参加希望の方はお早めにご予約下さい。お待ちしています。 

講  師 工藤純代さん（保育士）  
日 時：３月１６日（火） 

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 
 
 

〈申込先〉  
NPO 法人 
みやざき子ども文化センター 
 ０９８５-６１-７５９０ 

 

令和 2 年度多様な子育て環境づくり支援事業 

「 街の小さな音楽会 Special」 
 
子どものころから身近に音楽を親しんでもらおうと開催し

ている「街の小さな音楽会」。今回はヴァイオリン、チェロ、
コントラバスの３つの弦によるコンサートと窪田理佳さんに
よる英語あそび、また nanairo stitch さんの手作り雑貨のミニ
マルシェも同時開催のスペシャルバージョンで開催します。  
日 時：３月２１日（日） 
    第１部 コンサート  １１:００開始 

第２部 英語で遊ぼう １３:３０開始 
定 員：各回 親子３０名 

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：親子１組５００円  
〈申込先〉NPO 法人みやざき子ども文化センター 
      ０９８５-６１-７５９０ 

 

子ども劇団空風スマイルシアター 
『遠いどこかの』公演終了しました 

 
今年で７年目の活動となる子ども劇団空風スマイルシアター。

今年度は６月に練習を開始しましたが、コロナ禍において練習で
きない日々が続き、どうなることかと不安な日々を送りましたが
２月２８日に無事に公演の日を迎えることができました。 
 以前所属して巣立って行った子どもたちや、保護者やお友
達をご招待し、午前・午後２回の上演どちらも用意した５０
席は満席となり盛況に終えることができました。 
 毎年子どもたちの発想をもとに脚本が描かれ、最後にはい
つもホロリとするお話に私たちスタッフも目を潤ませなが
ら、子どもたちの成長を喜びあいました。 
 講師の永山さんからは、「いつでも帰って 
こられる居場所として続けていきたい」と 
嬉しいお言葉を頂きました。 
  

  アートドラムズ×ひなた 
 

コロナ禍の中、道場に集まっての練習だけでなく、オンライン
練習などさまざまな工夫をしながら活動を行っています。また３
月１４日には約１年ぶりのイベントに出演することが決定しま
した。メンバーは久しぶりの演奏をとても楽しみにしています。 

ひなたは新しいメンバーを随時募集しています。太鼓をたたい
てみたい等、気軽にご参加いただけます。ぜひご連絡下さい。 

 
  

 

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  ２０２１年３月号 

イベントカレンダーは裏面です 

３月は卒園、卒業を迎える子どもたちにとっては、ちょっと寂しい別れもあることと思いますが、これからの新しい出会い
を楽しみにわくわくしながら準備をしているお子さんもいらっしゃることと思います。 

昨年はコロナ禍において卒園・卒業、また入園・入学の行事といったお祝い事も少人数の慎ましいセレモニーだったよ
うですが、今年は春の陽気につつまれて晴れやかな気持ちでお祝いできるとよいですね。 

 

≪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。またマスク着用をお願
い致します。状況により延期や中止になる場合もあります。 
 

こどもコンテンポラリーダンスカンパニー KID’S★ＳTAR  
自主公演楽しみました 
タイトル 『この世界には３人組があふれてる』 

 
２００６年に活動を開始したＫID’S★STAR は、文化庁令和２

年度戦略的芸術文化創造推進事業 ＪＡＰＡＮ ＬＩＶＥ ＹＥＬ
L ｐｒｏｊｅｃｔ２０２０in みやざきの一つとして自主公演を
実施しました。今回は「３」という数字にこだわり、４つの絵本
を題材にダンスを創りました。 
さらに、公演をするにはたくさ 
んの人が関わっていることを知 
って欲しいという思いから、舞 
台づくり、舞台監督、照明、音 
響なども子どもたちが行いまし 
た。ステージに関わることを皆 
で協力し合い、公演後の子ども 
たちの顔はとても輝いていまし 
た。 

キッズ・アート・アカデミーの子どもたちの様子 
コロナ禍における外出制限や参集での練習がいつも通りできない日々が続いていましたが、子どもたちは元気に活動しています。 

KID’Ｓ★ＳＴＡＲ、子ども劇団空風スマイルシアターはそれぞれ公演を行いました。また、アートドラムズ×ひなたは緊急事態宣言の
期間中は初のオンラインでの練習を試みました。 
 世の中の状況が変わっていく中、その流れに沿った新しい活動の仕方を工夫し、子どもたちが元気いっぱい体験活動をできるよう 
講師とともに私たちも務めて行きたいと思います。今後も応援をよろしくお願いいたします。 

キッズ・アート・アカデミーに関するお問い合わせは、みやざき子ども文化センターまで  ０９８５-６１-７５９０ 



 

 

 

和巧絶佳（わこうぜっか）展 
-令和時代の超工芸-  

日本の美を表現し、国内外でも評価が高まる１２人 
の作家の作品展です。 

 
〈出展作家〉 

安達大悟、池田晃将、桑田卓郎、坂井直樹、 
佐合道子、髙橋賢梧、舘鼻則孝、新里明士、 
橋本千毅、深堀隆介、見附正康、山本 茜 

 
開催期間：３月２０日（土）～５月９日（日） 
時   間：１０：００～１８：００ 最終入場１７：３０迄 
会   場：みやざきアートセンター  
前売券：一般（高校生以上）８００円（当日１,０００円） 

小・中学生     ４００円（当日  ６００円) 
＊3/19 まで前売券発売中 

〈問合せ先〉みやざきアートセンター 
☎０９８５-２２-３１１５ 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 

      
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
    
  

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 

３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症の拡大の状況によっては
中止または延期になる場合があります。 
参加される方、施設を利用される方は、 
マスクの着用、手指消毒のご協力を 
お願いいたします。 

ご寄付のお願い 
 

当団体では、『君が主役だ！！素敵なアート
体験プロジェクト～子どもたちに夢が広がる
毎日を～』として、演奏会の実施やものづく
りのワークショップなど「文化・芸術（アー
ト）」を子どもたちへ届け、心と体を元気にす
る活動を２０年の活動の中で続けています。 
今回の新型コロナウイルス感染症の拡大に

より、子どもたちも日常生活が一変し、心や
体にもさまざまな影響が出ています。そこで
文化・芸術（アート）に触れることで、子ど
もたちに健やかに成長してほしいという願い
と、笑顔になれる時間を過ごしてもらいたい
と思い、そのための活動費を皆さまに寄付と
してご協力をお願いしております。趣旨をご
理解頂きご協力賜りましたら幸いです。 

 
【振込先】ゆうちょ銀行（普） 

店名 七三八 口座番号 １９７６８５２ 

里親普及促進センターのご案内 
 
 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
気軽にご相談下さい。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。来所される方は予約をお願いします。  
 <受付時間> 
  月～金曜日１０時～１８時 （祝祭日を除く） 
 
★「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。   
 【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 
 

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
○音楽教室

９：３０～
○おもちゃ広場

１０：００～１２：００

２９ ３０ ３１

★親子でストレッチ
１０：３０～１１：３０

★お誕生会
（２月・３月生まれ）
１０：３０～１１：００

＊申込締切 ３月９日

○おもちゃ広場
１０：００～１２：００

☆ 街の小さな音楽会
スペシャル

①コンサート
１１：００～

②親子で英語で
あそぼう！
１３：３０～

〇とんとんすもう道
千秋楽

１６：００～１７：００
参加自由 無料

○ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

○おもちゃ広場
１０：００～１２：００

★赤ちゃんの日
１０：００～１２：００

○ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

○おもちゃ広場（おも
ちゃいっぱいの日）

１０：００～１５：００

○おもちゃ病院
１３：００～１６：００

〇音楽教室
９：３０～

〇おたのしみ教室
１３：００～１５：００

参加自由 無料

❤タッセルをつくろう
１５：３０～１６：３０

☆ 親子あそびの広場
１０：１５～１１：３０

★赤ちゃんの日
１３：００～１５：００

❤冒険物語の
絵を描こう

１５：３０～１６：３０

○おもちゃ広場
（おひざでだっこお話
会）

１０：００～１２：００

○おもちゃ広場（おも
ちゃいっぱいの日）

１０：００～１５：００

○ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

〇おたのしみ教室
１５：３０～１７：００

参加自由 無料


