
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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  ２０１６年１１月号 

イベントカレンダーは裏面です 

 みやざき子ども文化センターは「子どもの権利条約第３条にある「子どもにとって最善の利益」及び３１条「児童

が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重」の理念に沿って、地域の活動団体や市民と連携を図りなが

ら、ひとり一人の「子どもの育ち」に関心を持ち子どもとおとなが共に育ちあう場を作ることをミッションに活動を

しています。 
 その活動の一つとして、「キッズ・アート・アカデミー」を実施しています。この活動はアート体験で子どもたちの

表現力・コミュニケーション力・想像力や創造力、そして感性を豊かにすることを目的にしているプロジェクトです。 

 その他、子どもから大人まで様々な年代の人たちが集まり、街のまんなかで歌って楽しむことを目的とする「街の

合唱団」（宮崎市まちんなかプレイパーク事業）の活動も 10 月から始まりました。 

  心と体を癒す素敵な音楽に子どもの時から親しんでほしいそんな想いを込めた「街の小さ

な音楽会」！  

  今月は内之倉勝哉さんが帰国され、街の小さな音楽会に出演して下さいます♪ 

「小さな学びの会」は足育サロンをされている成田あす香さんをお招きします！ 
 
  日  時 ： 11 月 18 日 (金) 10：30～12：00（ミニお茶会含む） 

  会  場 ： ＥＨＩＬＡイベントスペース 
         （宮崎市江平西 1－5－11 江平ビル 104 号） 
  参加費 ： 親子 1 組 500 円 ※みやざき子ども文化センターへお申込み下さい 

  小さな学びの会 

  「足育講座」～子どもの大切な足を元気に育てるために～ 
    成田 あす香さん（足育） 

 ♪コンサート出演者♪ 

     内之倉 勝哉 さん（テノール）  藤田 剛 さん（ピアノ） 

 平成 28 年度宮崎市まちんなかプレイパーク事業 

  街の合唱団 
  ～メンバー募集中♪～   
練習日予定 
 11 月  5 日（土）10：30～12：00 
 11 月 12 日（土）13：00～14：30 
 12 月 10 日（土）13：30～15：00  
♪11 月 18 日（金）は街中のイルミネー
ション点灯式のステージで歌います♪ 
※練習場所など、その他詳細はお問い合
わせ下さい。1 月以降の練習日は未定。 
 
参加費：無料 

申込用 QR 

     キッズゴスペルクルー 
 7/23 にファーストコンサートを終え、新しい
クルーが増えました。現在小学１年生から高校３
年生までの２９名が参加しています。 
 今月、来月のステージ出演が決まりましたので
ご案内します。ぜひ見に来てくださいね♪ 
 
♪イオン イルミネーション点灯式 
 日時：11 月 12 日（土）①16：00  ②18：00 
 会場：イオン宮崎店 
 
♪クリスマスイルミネーション点灯式 
 日時：11 月 18 日（金）18：15～ 
 会場：みやざきアートセンター １階  
        太陽のひろば 
 
♪宮崎市立宮崎東中学校 吹奏楽部定期演奏会 
 日時：12 月４日（日）13：30 開場 
 会場：宮崎市立宮崎東中学校 

   劇団空風スマイルシアター 
 演じたい子どもたちが集まって演劇を通して
さまざまなことを学ぶ「演じる～劇団空風スマイ
ルシアター～」は小学 1 年生～6 年生の 20 名の
子どもたちが参加しています。 
 1 月 15 日（日）の公演に向けて 7 月から毎月
練習を行っています。 
 ８月の合宿で他の劇団との交流も体験し、演劇
に対する気持ちも熱が入り毎回の練習が熱いで
す！台本つくりも始まり、１月の公演が楽しみで
す。公演の詳細はまたお知らせいたします。 
   

（平成 28 年度「未来みやざき子育て県民運動」推進事業） 

未来みやざき 
子育て応援フェスティバル 2016 

いよいよ、今月 19 日（土）・20 日（日）に子育て支援団体、企業、行政

が一堂に会する「未来みやざき子育て応援フェスティバル２０１６」が

開催されます。毎年約４，０００人の方々が来場するイベントです。 

 今年は子どもを守るための防災ブースを設置！防災講演会も行い

ます。また子どもと遊べるコーナーや子育て支援に関する団体紹介

コーナーもあります。ぜひご家族で遊びに来てください♪ 
 
☆日時 ： 1１月１９日（土）・２０日（日）１０：００～１６：００   

☆会場 ： 宮交シティ  （宮崎市大淀４丁目６番２８号） 

       紫陽花ホール、ガリバー広場、アポロの泉 

☆入場無料 
 
 〈防災講演会〉 
  11 月 19 日（土）１３：３０～１５：００ アポロの泉 
   テーマ 「なぜか楽しくなる防災講座」 
   講 師 あんどうりす 氏   
 ※乳幼児と保護者、妊産婦のための防災ハンドブックを無料配布 
 
 アポロの泉  19 日のみ 園児によるオープニング、子育て表彰式、 
                みやざき犬によるダンス 
            20 日のみ コンサート、バレエ体験、キッズダンス他 
                子育てゆるキャラサミット 
            19 日・20 日 「音楽にのせて楽しいお話やクイズ」 
  
 紫陽花ホール 19 日・20 日 
   行政・企業・子育て支援団体紹介コーナー、保育士・歯科医師に  
   よる相談コーナー、 おもちゃ広場、「ミルキー」ちゃん牛乳試飲、  
   1 日に必要な野菜を 測ってみよう、似顔絵コーナー（各日先着  
   50 名）  ☆19 日のみ親子遊びと楽しいシアター、作って遊ぼう 
  
 ガリバー広場 19 日・20 日 子どものための防災ブース 
 

街の小さな音楽会＋小さな学びの会 
   （平成 28 年度地域の絆で支え合う「子育て応援」事業） 

    子育てサポート サポート会員募集！ 
みやざき子育てサポート事業では、子育て家庭の保護者が残業や出張、冠婚葬祭、子
どもが病気の時（病気回復期）などに、お子さんの送迎や一時的なお預かりをして下
さるサポート会員を募集しています。今後のサポート会員養成講座は下記の日程で実
施します。 
 〈川南町会場〉 

日時：12 月 5 日(月)・12 日(月) 
    9：00～16：40 
会場：川南町農村改善センター 
  （川南町大字川南 13680－1） 

〈新富会場〉 
日時：12 月 8 日(木)・15 日(木) 
    9：00～16：40 
会場：新富町総合交流センター「きらり」 
   （新富町大字上富田 6345－5） 

 
  ＜お問合せ・お申込み先＞ 

 みやざき子育てサポートセンター ＴＥＬ：０９８５－２８－０７０７（月～金 10：00～18：00） 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWoMWOm4TQAhWKwrwKHbuKCUwQjRwIBw&url=http://yuaikyoukai.com/rito2011photo.html&bvm=bv.136811127%2Cd.dGc&psig=AFQjCNF-u_MXO5JmVniuyTA-6n7HIUQLpQ&ust=1477974591318366


 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

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 

11 月のイベントカレンダー 

  Sound Alive Miyazaki 
日 時：平成 28 年 11 月 2０日(日) 
     open：13:00 start:13:30 
会 場：宮崎市民プラザ 
     オルブライトホール 
入場料：前売り(当日) 
    一般 1,000 円(1,200 円) 
    小中学生 500 円（700 円） 
    未就学児 無料 
 
さまざまな年齢層の多彩なジャンル
で活躍する県内ライブハウス・スタ
ジオの「推しバンド」13 組が夢の競
演！ 
〈Sound Alive Miyazaki 実行委員会〉 
  (みやざき子ども文化センター内) 
   TEL：０９８５－６１－７５９０ 

 生賴範義展Ⅲ  ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＯＤＹＳＳＥＹ 
 
 イラストレーター生賴範義氏の作品展の完結編。 
 生賴氏は映画『スター・ウォーズ/帝国の逆襲』の国際版 
ポスターや『ゴジラ』シリーズのポスターなどで広く知られて 
います。今回の展示は昨年に続き 1985 年から 2015 年の 
仕事に焦点を当ててご紹介。113 点の作品群の展示、特設 
コーナー、また、関連イベントも多数開催されます。 
 
 期  間：１２月３日（土）～１月１５日（日） 
      ㊐～㊎１０：００～１８：００ ㊏１０：００～２０：００ 

   ※休館日１２/３１㊏、１/１㊗㊐ 入場は閉場の３０分前まで 

 会  場：みやざきアートセンター（宮崎市橘通西３‐３‐２７） 

 入場料：大  人 1,000 円[前売 800 円]  
      高校生  600 円[前売 500 円] 
      中学生以下無料 ※小学生以下保護者同伴 
 〈お問合せ先〉 みやざきアートセンター ＴＥＬ：０９８５－２２－３１１

 チケット好評発売中‼ 

月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３

１１

１７ １８

２５ ２６

★ やさしい

ヨガストレッチ
１０：３０～１２：００

〇 音楽教室
９：３０～

○ 「館長さんと
描こうね時間」

１３：３０～１５：３０
参加費：１００円

〇 おたのしみ工作

１５：００～１７：００

〇 おもちゃ病院

１３：００～１６：００

○ おもちゃ広場

１０：００～１５：００

４ ５

８ ９ １０

６

７

２４

１５ １６

２７

２８ ２９ ３０

１２ １３

１４ １９ ２０

２１ ２２ ２３
❤ドッチﾎﾞｰﾙ大会

１６：００～１７：００
※申込が必要です

★１０・１１月生まれ
お誕生会

１０：３０～１２：００

○ 幼児工作教室

獅子頭つくり
（加納ひまわり

幼保園年長組）

○ おもちゃ広場
１０：００～１５：００

〇 国際大生と工作
３回連続講座

「○○に変身②」
１５：３０～１７：００

○清武中学校作品
展示 ～１６日まで

〇 国際大生と工作

３回連続講座

「○○に変身③」
（①②で作った物の

ファッションショー）

１５：３０～１７：００

〇 音楽教室
９：３０～

○ 「館長さんと
描こうね時間」

１３：３０～１５：３０

〇 国際大生と工作
２回講座：無料

「段ボールでウクレレ
作り①」２回とも参加
できる人（次回12/2）
１５：３０～１７：００

○箸道：段位獲得戦

（箸の持ち方・まめ

のつかみ方等）
１６：００～１７：００

○ 幼児工作教室
獅子頭つくり

（清武中央保育園
年長組）

○ おもちゃ広場
１０：００～１５：００

★ 赤ちゃん広場
（おしゃべりしよう）
１０：３０～１２：００

★ おやこの健康相談
（歯科）
受付：
１０：００～１０：１５
計測・相談

１０：１５～１２：００
※親子健康手帳持参

❤スポンジ人形を

つくろう
１５：３０～１６：３０

❤ＵＶレジンアクセサ
リーをつくろう
１０：００～１２：００
※申込が必要です

☆街の小さな音楽会
＋小さな学びの会
１０：３０～１２：００

●九州地区
里親研修大会

会場:宮崎観光ﾎﾃﾙ

●九州地区
里親研修大会

会場:宮崎観光ﾎﾃﾙ

未来みやざき
子育て応援フェスティバル2016

１０：００～１６：００
会場：宮交シティ

●SoundAliveMiyazaki
会場: 宮崎市民ﾌﾟﾗｻﾞ
オルブライトホール

開場：１３：００
開演：１３：３０

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

