〜子どもたちに笑顔を、子どもたちから笑顔を！〜

特 定非 営利 活動 (NPO)法人

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
ニュースリリース ２０１６年１２月号

１１月１９日（土）
・２０日（日）に宮交シティにて開催いたしました「未来みやざき子育て応援フェスティバル２
０１６」は今年も４，０００人余りの方々にご来場いただき賑やかに終える事ができました。たくさんのご来場あり
がとうございました。
今年は防災をテーマにあんどうりす氏による防災講演や、子育て表彰式、音楽やバレエのステージイベント、また
例年のように子育て支援団体や子育て応援の企業などのブースもあり、みなさん興味深く会場を回って頂いたようで
す。子どもたちもおもちゃ広場で楽しく時間を過ごしていたようで、２日続けて参加して下さった親子もいらっしゃ
いました。
ご協力いただきました各団体の方々にもお礼申し上げます。

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）

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」！
今月はポールさんが、街の小さな音楽会に出演して下さいます♪やさしい歌声と
エレクトーンの演奏でクリスマス前のステキな時間を過ごしましょう♪
「小さな学びの会」は投山晶子さん（nico オーナー）をお招きしファッションのお話を
伺います！
日
会

時 ：
場 ：

１２月１４日 (水) 10：30〜11:30
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

投山晶子さん 若草通りにあるショップ「nico（ニコ）」オーナー
♪コンサート出演者♪
Paul Zikan さん（うた）
桑畑陽子 さん（エレクトーン）

子育てサロンのご案内
乳幼児や保護者の交流の場として、宮崎市社会福祉協議会
が市内６カ所で毎月１回開催されている「子育てサロン」の開
催日をご案内します。冬の寒い季節となりましたが、室内で遊
べるので親子でお出かけしてみませんか。
★中央西 （毎月第 4 水曜日）
１２月２８日 場所：健幸くらぶ万智
★住吉
（毎月第 3 火曜日）
１２月２０日 場所：住吉公民館
★中央東 (毎月第 3 火曜日)
１２月２０日 場所：宮崎東地区交流センター
★檍
（毎月第 2 金曜日）
１２月１６日 場所：阿波岐原自治公民館
★小松台 （毎月第 4 水曜日）
１２月２１日 場所：小松台ハイランド集会所
★大塚台 （毎月第 1 木曜日）
１月 ５日 場所：大塚台地域コミュニティセンター
※檍地区のみ参加費 100 円が必要、他は無料で利用できます。

〈お問合せ〉宮崎市社会福祉協議会 ☎５２−５１３１
平成 28 年度みやざき子育てサポート事業(宮崎県受託事業)

みやざき子育てサポートセンター

子育てサポート 利用会員募集！
みやざき子育てサポート事業は、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行います。

【利用会員】子育ての支援を受けたい人(宮崎県内居住者)
※現在、宮崎市・綾町・国富町・高千穂町・高原町・串間市の利用会員を受付けて
います。

【サポート対象】生後 6 か月〜小学 6 年生まで
★利用料金等の詳細はサポートセンターへお問い合わせ下さい。
＜お申込み・お問合せ先＞
みやざき子育てサポートセンター

TEL:0985-28-0707

イベントのご案内
◆＜2016 子どもの根っこは遊びで育つ＞

小松台プレーパーク in WINTER
（自己責任のもとに自由に遊ぶ）
日時：12 月 11 日（日） 10:00〜15:00
会場：小松台公園（3 号公園） 入場無料
ドラム缶ぶろ、べっこう飴づくり、木工あそびなど
※プレーワーカーが子ども達の遊びを見守ります
主催：みやざき冒険遊び場ひみつきち
共催：NPO 法人日本冒険遊び場つくり協会、Rooute 体育
クラブ、森の蘗
事務局：080−5287−0912(担当：山下)

12 月のイベントカレンダー

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
月

火

水

木

金

２

１
○おもちゃ広場
１０：００〜１５：００
★アドベントカレン
ダー作り
１０：３０〜１１：３０

５

７

６

８

１３

１５

１４

１０

○おたのしみ工作
１５：００〜１７：００

１９

２０

２１

★ 親子ストレッチ
１０：３０〜１１：３０
❤クリスマスカード
つくり
１５：３０〜１６：３０

２６

２７

生賴範義展Ⅲ

２２

○箸道：段位獲得戦
（箸の持ち方・まめ
のつかみ方等）
１６：００〜１７：００

ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＯＤＹＳＳＥＹ

３０

３１

１２月２９日（木）〜１月３日（火）
◍ 宮崎市田野児童センター
１２月２９日（木）〜１月３日（火）

※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）

高校生

２５

◍ 宮崎市きよたけ児童文化センター

間：１２月３日（土）〜１月１５日（日）
㊐〜㊎１０：００〜１８：００ ㊏１０：００〜２０：００

入場料：大 人 1,000 円
中学生以下無料

２４

― 年末年始休館日のお知らせ ―

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

１８

★❤ クリスマス会
○しめ縄作り
１０：３０〜１１：３０
１３：３０〜１５：３０
クリスマス工作
定員：２０名
(ハートのサシェ作り)
参加費：１００円
１３：００〜１５：００
チャリティー
フリーマーケット
他ステージ発表など

〇 音楽教室
９：３０〜

○おもちゃ広場
１０：００〜１５：００

２９

２８

○おたのしみ工作
１５：００〜１７：００

２３

１１

〇 国際大学学生に
よる「親子遊び」
１０：００〜１２：００
定員：小学2年生以下
の親子 30組（無料）

１７

１６

☆街の小さな音楽会 ○おもちゃ広場
＋小さな学びの会
１０：００〜１５：００
１０：３０〜１２：００

４

３

★ 赤ちゃん広場
（おしゃべりしよう）
１０：３０〜１２：００

１２

日

〇 国際大生と工作
〇 音楽教室
「段ボールでウクレレ
９：３０〜
作り②」
１５：３０〜１７：００
○清武みどり幼稚園
作品展示
（12/2〜12/14）

９

○おもちゃ広場
１０：００〜１５：００

土

◍ 宮崎市田野地域子育て支援センター

600 円

１２月２９日（木）〜１月３日（火）

※小学生以下保護者同伴

各施設、上記日程でお休みさせて頂きます

〈お問合せ先〉 みやざきアートセンター ＴＥＬ：０９８５−２２−３１１５

〒880-0051 宮崎市江平西１丁目５番 11 号

【受付時間】月〜金

午前１０時〜午後 6 時

E-mail : center@kodomo-bunka.org

江平ビル１０５号
TEL：０９８５−６１−７５９０
FAX：０９８５−６１−３６３５

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

【ホームページ QR コード】

