
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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  ２０１７年１月号 

イベントカレンダーは裏面です 

  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」！ 
 今回はパーカッションと箏、ピアノの共演です♪ 
   

  日  時 ： ２月１０日 (金) １０：３０～１１：３０  

  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 ゲストはおたのしみ♪  
 
 ♪コンサート出演者♪ 

    谷口 潤実 さん  （パーカッション） 
  井上 さつき さん（箏） 
  黒木 奈津季 さん（ピアノ） 

 

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） 

  昨年も皆様方のご協力・ご支援のもと、キッズ・アート・アカデミー（キッズゴスペルクルー、KID’S★STAR、劇団空風
スマイルシアター）や、街の小さな音楽会、ふるさと先生こんにちは（ふるさと文化学習支援事業）、スクールコンサート
事業など、子どもたちが芸術に触れる機会や体験をする活動を通し、沢山の子どもたちの笑顔を見る事ができました。
皆様には深く感謝申し上げます。 
  新年も子どもたちが様々な体験ができるような活動をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

キッズ・アート・アカデミー 
  劇団空風スマイルシアター 公演のお知らせ 
  
 演じたい子どもたちが集まって、７月から練習を重ねてきた
「劇団空風スマイルシアター」の公演が近づいてきました。 
 子どもたちから集めたお話を元につくられた物語です。 
 ぜひ観にきてくださいね♪ 

  日 時：２０１７年１月１５日（日） ２回公演 

       ①開場：１０：３０  開演：１１：００ 

       ②開場：１３：３０  開演：１４：００ 

  会 場：宮崎県企業局 県電ホール 

                 （宮崎市旭町１丁目２番２号） 
  出 演：劇団空風スマイルシアター 
  ゲスト出演：かみもと千春（劇団こふく劇場） 
          伊藤 海（劇団ＦＬＡＧ） 
            手塚 麻衣（劇団イキナコッセン） 
          原口 奈々（劇団ゼロＱ） 

♪ 街の合唱団 ♪

 １０月からスタートした「街の合唱
団」。１１月の初ステージも終え、
毎月楽しく練習に取り組んでいま
す。 
 団員も徐々に増え、現在２歳か
ら８０才代まで幅広い年齢層の
方々が参加しています♪    
 まだまだ参加者募集中です！興
味のある方は 1 月の街市の会場
で歌いますので、ぜひ見に来てく
ださい！お待ちしています♪ 
 
「街市」開催日： １月２８日（土） 

〈場所〉宮崎市橘通り 一番街 

          若草通り 
 

〈12 月の音楽会の様子〉 
Paul Zikan さんのうたと
桑畑陽子さんのエレク
トーンの演奏でクリスマ
ス気分たっぷりの音楽
会！とっても盛り上がり
ました♪ 

    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。下記の日程でサポート会員養成講座を実施します。 

〈綾町・国富町〉 
日時：２月２日(木)・８日(月) 
     ９：００～１６：４０ 
会場：綾町役場 南第１会議室 
   （綾町大字南俣５１５） 

〈串間市〉 
日時：２月７日(火)・１４日(火) 
    ９：００～１６：４０ 
会場：串間市総合保健福祉センター 研修室 
   （串間市大字西方９３６５番地８） 

 ＜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） 
里親制度普及啓発講演会 

（平成 28 年度宮崎県里親普及啓発等事業） 

里親制度を知って頂くための講演会を
下記の日程で開催します。 
  
 日 時：３月４日（土） 

     13：30～16：00（開場 13:00) 

 会 場：宮崎公立大学 交流センター 

     （宮崎市船塚 1 丁目 1番地 2） 
  
 講演者 森田 ゆり 氏 
    （エンパワメント・センター主宰） 

 

 参加費：無料 定員 100 名 ※要申込 
 
 申込方法：電話、ＦＡＸのいずれか 

     （3 月 2 日（木）申込締切） 
  
〈問合せ・申込先〉 

 里親普及促進センターみやざき 
 TEL/FAX：０９８５‐２０‐１２２０ 

（未来みやざき子育て県民運動） 
子育てを考える県民シンポジウム 
開催日：２月１２日（日） 
開催時間：１２：３０～１６：００ 
     （受付:11:30～ 開場:12:00） 
会場：ＪＡアズム 大ホール 
     （宮崎市霧島 1 丁目 1 番地１） 
 ＜基調講演＞  
 「妊娠・出産・子育てセミナー」 
   講師：助産師 ＨＩＳＡＫＯ 氏 
       （助産院ばぶばぶ） 
先着 300 名様無料ご招待 要申込 
※申込締切 ２月６日（月）当日消印有効 
★申込方法…パソコン・スマホ、官製はがき、 
      お電話にてお申込み下さい。 
＜お問合せ先・申込先＞ 
事務局：テレビ宮崎商事 
    子育てシンポジウム係 
   TEL:０９８５－２７－８９８０ 
   （９:００～１７:００ 平日のみ） 

入場無料 



 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 

 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

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 

１ 月のイベントカレンダー 

平成２８年度 木城町図書まつり 
 

こども・こころ・育ち 山田眞理子さんのお話をきく会 
 

＜子どもたちの育ちとメディアの影響＞ 
 
  日 時 ： １月２９日(日) １３：００開場  １３：３０開演 
  会 場 ： 木城町総合交流センター「リバリス」 
         （児湯郡木城町大字椎木 2146-1） 
  入場無料 （ただし、定員がありますので事前にお申込みください） 
  
  ＜共催＞木城町教育委員会・木城えほんの郷 
 
  ＜お申込み・お問合せ＞ 
    木城町総合交流センター図書室  
           ＴＥＬ：０９８３‐３２‐２１１５/ＦＡＸ：３２-２３８０  
    木城えほんの郷 
          ＴＥＬ：０９８３-３９-１１４１/ＦＡＸ：３９-１１８０ 

飯野和好 
どんどろどんのファンタジー展 

  期  間：１月３日(火)～２月２６日(日) 
  入場料：大人５００円・小中高生３００円  

＜期間中のイベント＞ 
★１月２１日(土)１３：００から 
 「おっと痛快 
   絵本のよみ語りの旅でいっ！木城の宿」 
  料金：大人１，０００円・小中高生６００円 
                 （※入館料込）  
★１月２１日(土)１７：３０開場 １８：００開演 
 「飯野和好 ブルースハープライブ」 
  料金:大人２，５００円・小中高生１，０００円 
      （１ドリンクとバイキングの食事付） 
 ＊コテージ宿泊セット（ライブ・朝食・宿泊費込） 
  料金:大人５，０００円・小中高生３，０００円 
※お問合せ先：木城えほんの郷 

木城 
えほんの郷 

「広がれ、こども食堂の輪！ 
     全国ツアー」in 宮崎 

こども食堂からつながるﾈｯﾄﾜｰｸ  
＊基調講演＊ 
「知って！こどもたちはいま…」 
 ＜講師＞湯浅 誠 氏 
＊パネルディスカッション＊ 
「こどもの未来のために 
   つながるネットワーク」 
日時：１月１８日(水) 
    13:00～15:30(12:30 開場) 
会場：宮崎市民文化ホール 
     イベントホール 
参加費無料 定員 300 名※要申込  
〈お問合せ先〉 
NPO 法人みやざきママパパ happy 
TEL：０８０-９２４５-０９１５ 

月 火 水 木 金 土 日

　

１

２ ３

１１

１７ １８

２５ ２６

○ 大人の講座
「竹の植木鉢作り」
１３：３０～１５：３０

〇３園合同作品展示

南加納保育園・南今

泉保育園･ふなひきこ
ども園）

～１月２５日まで

○ おもちゃ広場
１０：００～１５：００

４ ５ ８

９ １０

６ ７

２４

１６

１５

２７ ２８ ２９

３０

１２ １３ １４
〇 おもちゃ広場

１０：００～１５：００

１９ ２０ ２１ ２２

２３

○おたのしみ工作
１５：００～１７：００

❤干支の絵を
描こう

１５：３０～１６：３０

❤鬼のお面つくり
１５：３０～１６：３０

３１

○ 硬筆教室
１５：４５～１６：３０

○ マイはし作り

１３：３０～

○音楽教室

９：３０～

○箸道：段位獲得戦

（箸の持ち方・まめ

のつかみ方等）
１６：００～１７：００

○音楽教室

９：３０～

○おたのしみ工作
１５：００～１７：００

〇 おもちゃ広場
１０：００～１５：００

○おたのしみ工作
１５：００～１７：００

〇 おもちゃ広場
１０：００～１５：００

○ 幼児工作教室
「鬼さんつくり」

清武幼稚園

○ 幼児工作教室

「鬼さんつくり」

南今泉保育園

★ 赤ちゃん広場
（おしゃべりしよう）
１０：３０～１２：００

★ ぐるぐる凧を作ろう
１０：３０～１１：３０

★ やさしい
ヨガストレッチ

１０：３０～１２：００

★ お誕生会
（12月・1月生まれ）
１１：００～１１：３０

★Nobody's Perfect ～完璧な親なんていない！～

日 程 ： １月２５日、２月１日、２月８日、２月１５日、２月２２日、３月１日

（上記 毎週水曜日全６回連続講座 １３：００～１５：００）

対象者 ： ０歳から５歳までの乳幼児がいる母親
定 員 ： １２名 託児有(要予約） ※応募締切 ： １月１１日(水）

場 所 ： 田野児童センター２階 遊戯室

参加費 ： 初回のみ １，０００円 （お茶代として）

<お申込み先>田野地域子育て支援センター TEL:０９８５‐８６‐１３９０

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

