
 

宮崎市内の小中学校に、芸術や 

地域文化などに秀でた、個性あふ 

れる先生を派遣する… 

 (ふるさと文化学習支援事業) 

「ふるさと先生こんにちは」。 

オーケストラや吹奏楽、三味線、 

和太鼓、演劇などプロのアーティ 

ストによる本物の芸術に触れる機会を子どもたちに届ける……「スクー

ルコンサート」。６月は特に多くの学校に駆けつけ、感動をくださいま

した。この時期に本物を聴き、観て、感じる…なんてすばらしいことで

しょう。初めはキョトンとして 

いた生徒、児童がノッテくると 

驚くほどの変化。素敵なコラボ 

になったり、キラキラ目の輝き。それは、 

それはすばらしい時間です。 

（この事業は、宮崎市の選定で決め 

られたもので、今年度の募集は終了 

しています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～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  ２０１５年７月号 

特定非営利活動(NPO)法人  

  みやざき子ども文化センター 

イベントカレンダーは裏面です 

 

街の小さな音楽会 

内之倉 勝哉さん（テノール） 

馬場 紗央里さん（ピアノ） 

 6月 3日『街の小さな音楽会』 

は、夏の休暇でオーストリアから 

帰国中の内之倉さんの素晴らしい 

テノールの歌声と、馬場さんのピアノの調べに小さな子どもたち、お父

さん、お母さんも魅了されました。こんなに小さい時から本物を聴ける

なんてとっても素敵なことですね。  

今月のお勧め本 

『老いと幼なの言うことには』 

小沢牧子 エリザベス・コール 共著 

小澤昔ばなし研究所 
老いていく小澤(姑)と小さな子どもの母親で

あるエリザベス(嫁)との対談「めぐるいのち」。 
カメラマンであるエリザベスの「幼なの世界、

老いの風景」の写真集。 

小澤の「老いの場所から」の三部構成。 
日米老若のそれぞれの場所から、“子育て”と“老
い”を語ったユニークな著書。 

 

響座のスクールコンサート 

桂歌春さんのふるさと先生 

もうすぐ、夏休み! 
もうすぐ夏休み、心はすでに夏休みになって 

いませんか(^_^) 今年の夏もイベント目白押しです。 

ご家族で楽しい思い出いっぱい作りましょうね!  

まず、みやざきアートセンターでは、 

ジョージ・ルーカス、Ｓ・スピルバーグ激賞！ 

生賴範義展Ⅱ『記憶の回廊』世界の生賴アートを真近に観ら

れる幸せ！ 生賴さんは、宮崎市在住。郷土の誇りです。 

そしてもう一つ作家の乙武さんが基調講演される… 

「子育てを考える県民シンポジウム」 

 

講師の乙武洋匡氏は、 

大学時代に執筆した『五体不満足』が、ベストセラーに。卒業後は、

スポーツライターとして活躍。その後教育に強い関心を抱き、新宿区

教育委員会非常勤職員「子どもの生き方パートナー」、杉並区立第四

小学校教諭を経て、2013 年 2 月には、東京都教育委員に就任。教員

時代の経験をもとに書いた初の小説『ダイジョウブ３組』は映画化。

他に著書多数。2013年には、地域密着を目指したゴミ NPO「グリーン

バード新宿」を立ち上げ、代表を務める。2015 年 4 月より政策研究

大学院大学の修士課程にて公共政策を学ぶ。三児の父。 

基調講演 

「自分を愛する力」 

講師:乙武 洋匡氏 

ふるさと先生 と スクールコンサ-ト 
 

子育てを考える県民シンポジウム★７月２５日(土) 

メディキット県民文化センター 演劇ホール 14:00～16:30 

★先着１０００名様無料ご招待★(申込締切) 7月 10日 

オープニングアトラクション
みやざき犬と園児による「み
やざき子育て応援イメージダ
ンス」 

 

子育てネットワークみやざき 
子育て支援団体のネットワークを図り、子育て世代、祖父母世代、父親の

育児参加について講座の開設や交流を通して地域での支援の在り方を考える

機会にすることを目的に作られました。毎年行われる『未来みやざき子育て

応援フェスティバル』。                          

今年は 11月 14日(土)・15日(日)に予定しています。                                

現在登録は、27団体。今月から各団体をご紹介していきます。(五十音順)                                                             

 

 

 

■あっぷっぷ（親子ふれあい応援団体）              

ベビーマッサージやふれあい遊びをしながら、親子の絆を強めるお手伝

いをします。母親の手のぬくもりを赤ちゃんに伝えましょう。                             

 

■ＮＰＯ だっことおんぶのわみやざき               

スリング・へこおびなどを使い、赤ちゃんとママの心身が密着し快適に

日々を過ごすことが出来る抱っことおんぶの方法をお伝えしています。

体験会やワークショップの開催、イベント会場内での“抱っこ紐”“お

んぶ紐”の無料貸出、使い方相談会などを開催しています。 

木城えほんの郷  ７月は… 

文化の宝庫が生まれる日 

「ラオス 山の村に図書館ができた」 

生命を育む自然 里山「今森光彦写真展」 

８月は… 今森光彦 さとやま「むしむし合宿」 

高校生以上対象の「青年ワークショップ」 

９才～１２才対象の「夏版 １０才のひとり旅」 

＊裏面のイベントカレンダーにも地域のいろいろな催しが 

掲載されていますので、チェックしてくださいね♪ 

 

■今月の『街の小さな音楽会』は、７月１４日(火) 
（11:00～11:30）谷口潤実さんのパーカッションと愛川義夫
さんのギター演奏を予定しています。 

● 参加費：親子 一組５００円 (お一人でも参加できます) 

● 事前にみやざき子ども文化センターまで TEL・FAX・メール 

のいずれかでお申し込みください。 

 

参加お申込み方法  

官製はがき、電話、特設のＷＥＢサ

イトの専用メールフォームでテレビ

宮崎商事子育てシンポジウム係 

までお申し込みください。 

TEL:0985-27-8980 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楽しいこと、いっぱい！  
【開催場所】 ☆…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 

元気のための 
野菜・果物学 

日 時：７月１５日(水)１０：３０～１１：３０ 

場 所：ＥＨＩＬＡイベントスペース 

講 師：前田有紀子氏（野菜ｿﾑﾘｴ協会ﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙﾋﾞｭｰﾃｨ ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ） 

参加費：７００円   ● 親子１０組  ★要申込 

＊この講座は季節のお野菜や果物についてのお話や、おやつや飲み物

を作りながら教えて頂きます。(次回は９月９日(水)予定です!) 

 

 音と出会おう 

～０才からの親子で楽しむコンサート～ 

子どものための音楽会 
宮崎市民プラザ オルブライトホール 

８月２０日(木) １０：３０～ 

 

７月４日（土）～７月２６日（日） 
東南アジア・ラオスの山間部の小さな村に子どもと本が
出会う場（図書館）ができた。本とくらしの文化の宝庫が
生まれる日…。 

お問い合わせ：木城えほんの郷 〒884-0104 宮崎県 

児湯郡木城町石川内 475 TEL:0983-39-1141 FAX:0983-39-1180  

いよいよ！「まつりえれこっちゃみやざき２０１５」 
が開催されます。みやざき子ども文化センターの 

『キッズ☆スター』…７月２５日(土) 

『キッズゴスペルクルー』…７月２６日(日) 

が参加します。応援お願い致します！ 

 

月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３

１１ １２

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

２０ ２１ ２５ ２６

２７ ２８ ２９ ３０

☆ 街の小さな音楽会
１１：００～１１：３０

〇 「とんとんすもう

夏場所」初日
１６：００～

〇 「とんとんすもう

夏場所」千秋楽

１６：００～

❤TANO

おばけやしき

１７：３０～２０：３０

☆ 元気のための
野菜果物学
１０：３０～１１：３０

❤おばけをつくろう
１５：３０～１６：３０

○ 音楽教室

９：３０～

●まつりえれこっ
ちゃみやざき2015
（KID'S☆STAR）

★七夕飾りを作ろう
（読み聞かせと工作）
１０：３０～１１：３０

〇おたのしみ工作
１５：００～１７：００

４園合同作品展示

0～７月１５日(水)迄

〇音楽教室
９：３０～

「おもちゃ病院」
１３：００～

○ おもちゃ広場
１０：００～１５：００

○ おもちゃ広場
１０：００～１５：００

★乳幼児の救急
蘇生法
１０：００～１２：００
〇 おたのしみ工作
１５：００～
●江平
子安観音大祭
１７：００～２１：３０

●音と出会おう
～子どものための

音楽会～
宮崎科学技術館
１０：３０～
❤昆虫を大きく描
こう
１５：３０～１６：３０

○お楽しみ工作
１４：００～１６：００

○ おもちゃ広場
１０：００～１５：００

○ おもちゃ広場
１０：００～１５：００

★お誕生会・茶話

会（６月・７月生）

１１：００～１２：００

●江平

子安観音大祭

１７：００～２１：３０

❤TANO

おばけやしき

１７：３０～２０：３０

４ ５

８ ９ １０６ ７

２２ ２３ ２４

３１

生 賴 範 義 展 Ⅱ
記 憶 の 回 廊
期 間：７ .９(木)→８.３０(日）

（日～金）１０：００～１８：００ (土)１０：００～２０：００

みやざきアートセンター
入場料：一般900円･中高生700円・小学生

以下無料（保護者同伴に限る）

〇私だけの手作り
手帳
１３：３０～
３年生～

○ おもちゃ広場
１０：００～１５：００

○ 糸ノコ教室
１３：３０～

（５・６年生のみ）

●まつりえれこっ

ちゃみやざき2015

（キッズゴスペルク
ルー）

★足育講座
１０：３０～１１：３０
足育アドバイザーを
迎えての講座

〇おたのしみ工作

１５：００～１７：００

★やさしいヨガ
ストレッチ
１０：３０～１２：００

○お楽しみ工作
１４：００～１６：００

〇 おたのしみ工作
１５：００～１７：００

○お楽しみ工作
１４：００～１６：００

まつり えれこっちゃ
みやざき ２０１５

７月２５日（土）
２６日（日）

開催場所：宮崎市橘通り
楠並木通り他
（宮崎県庁前）

http://www.kodomo-bunka.org/

