〜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 ２０１７年２月号

1 月 15 日に県電ホールにてこども劇団空風スマイルシアターの公演を行いました。2 回公演で延べ 200 人を
超える方々が来場されました。夏から始まり稽古を重ねてきたお芝居は、ストーリーの登場人物から舞台の小物
までみんなで作り上げたもの。少し緊張しつつも堂々と演じ遂げた子どもたちでした。公演後は、子どもたち
も、見守ってきたおとなたちも、胸がいっぱいになって、思わず目が潤みました。
役になりきって、堂々と演じました。

公演直前。円陣を組んで
「エイエイオー！」
ドキドキするなあ❤

こども劇団空風スマイルシアターは、今年で 3 年目。こふく劇場の永山智行さんを
はじめ、普段なかなか出会うことのない宮崎で活躍される演劇人の方と子どもたちが
一緒に「劇」を作ります。芝居を作ることを「教わる」、
「習う」というだけでなく、作
り出す喜びやワクワク感、あこがれ、工夫すること、人前で演じる緊張感などは、子
どもたちにとってかけがえのない経験となっています。

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」！
２月、３月の音楽会も素敵な方々に来ていただきます。
日

時 ：

１月２４日 だるま森＋えりこさｎ（神戸在住）が来てくださいました♪
急きょ決まった１月の音楽会。総合工作芸術家だるま森+えりこ
さんによる『音づくりパフォーマンス・だるま森のがっきやさん』
が行われました。いろんなものから楽器がうまれ、不思議でおかし
な世界にどんどんひきこまれました。

２月１０日 (金) １０：３０〜１１：３０

小さな学びの会

おたのしみに！

『子どもが描く絵の世界』
日髙善江さん（おひさま保育園園長）
♪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）
❀３月のご案内❀

『春のコンサート』
日

時 ：

３月第３週 （調整中） １０：３０〜１１：３０

♪コンサート出演者♪

かみもと千春 さん（うた）ほか 演奏者
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。

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）

日 時：３月４日（土）13：30〜16：00（開場 13:00)
会 場：ＪＡ・アズムホール別館３０２研修室
講演者 森田 ゆり 氏
（エンパワメント・センター主宰）

『「里親になる」ということ』
〜子どものエンパワメントとしての家庭養護〜
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

２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

１

金

２

３

★②Nobody's
○おもちゃ広場
Perfect 〜完璧な親
１０：００〜１５：００
なんていない〜
１３：００〜１５：００ ○幼児工作教室
「ひな人形つくり」
しんまちこども園

６

７

８

９

１３

１４

１５

１６

５

❤バレンタイン
チョコつくり
１０：００〜１１：４５

１１

１２

１８

１９

★たの健康
ふくしまつり
１０：００〜１５：００
会場：田野文化会館
１．子育て足育講座
（１０：３０〜１１：３０）
２．子育て支援セン
ターのおもちゃで遊
ぼう！

〇おたのしみ工作
１５：００〜１７：００

★④Nobody's
Perfect 〜完璧な親
なんていない〜
１３：００〜１５：００

２０

２１

２２

２３

２４

★⑤Nobody's
○おもちゃ広場
Perfect 〜完璧な親 １０：００〜１５：００
なんていない〜
１３：００〜１５：００

２７

２８

〇バレンタイン工作
「親子でハートの
小箱作り」
１３：３０〜１５：３０
親子10組・材料200円

☆街の小さな音楽会 〇音楽教室
＋小さな学びの会
９：３０〜
１０：３０〜１２：００
〇おたのしみ！
〇おたのしみ工作
木工教室
１５：００〜１７：００
１３：３０〜１５：３０
定員20名・無料

１７

〇箸道：段位獲得戦 ○おもちゃ広場
１６：００〜１７：００
１０：００〜１５：００

日

４

〇おたのしみ工作
１５：００〜１７：００
★鬼のお面作り
豆まき
１５：００〜１７：００
申込締切２/２
❤豆まき
１５：３０〜１６：００

１０

★③Nobody's
Perfect 〜完璧な親 ○おもちゃ広場
１０：００〜１５：００
なんていない〜
１３：００〜１５：００

土

２５

〇おたのしみ工作
１５：００〜１７：００

２６

〇音楽教室
９：３０〜

★おやこの健康
相談日・栄養
１０：００〜１２：００
持参：親子健康手帳

田んぼのあぜ道、川のほとりにも春がやってきました♪子どもと同じ目
線でよく見ると、まるで宝石をちりばめたような草花の世界。そして生き
物の気配。絵本をめくるように、ゆっくりと散歩してみませんか？白つめ
ぐさの花冠、つくしとり、タンポポの茎で笛作りなどなど楽しいですよ☆
ー。

平成２８年度 木城町図書まつり

おかあさんといっしょ

『ガラピコぷ〜がやってきた!!』

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＞

子どもの育ち
に影響するっ
てどういう
こと？

日時：３月１２日（日）１回目 12:30 開場
２回目 15:00 開場

日 時 ： ３月４日(土) １８：３０開場 １９：００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）

会場：都城市
総合文化ホール
大ホール「きりしま」
（都城市北原町 1106-100）

＜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

13:00 開演
15:30 開演

入場料：全席指定
Ｓ席￥2600 円
Ａ席￥2300 円

スマホを赤ちゃん
に見せるって本当
はどうなの？

〈主催〉都城市文化振興
財団・MAST 共同事業体
0986−23−7190

★インフルエンザ対応のため、１月２９日に予定されていましたが、
上記の日程に変更して行われます。

シャトルバスあります！

〒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】

