
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

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３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」！ 
 今回の音楽会も素敵な方々に来ていただきます。 
   
日  時 ：３月１４日（火)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 要申込 

      ※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  

  ゲストはお楽しみに♪ 
♪コンサート出演者♪ 
     
   かみもと千春 さん（うた） 
   柳田裕輔さん   （ギター） 
   神崎紀代美さん （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） 

とても便利なスマートフォンやパソコン。一日も使わない日はないという方がほとんどではない
でしょうか。得たい情報がすぐに得られ、また手軽に発信することができるようになった一方で、
ネット依存や、個人の情報がネットに流れてしまうなど、さまざまな問題が出てきています。また、
スマホに子守りをさせるなどで、子どもたちの成長に影響が出てくることも心配されています。 

そこで、子どもとメディアの問題の実態調査や提言・啓発などを目的に、「子どもとメディアみや
ざき」が発足しました。3 月 1 日（水）市民プラザにて設立総会が行われ、発起人代表の後藤幾子さ
ん（子どもとメディアインストラクター、ＮＰＯ法人チャイルドラインみやざき事務局長）の「子ど
もとメディアの現状」と題しての講演がありました。代表は小児科医の糸数智美さんです。 

たくさんの方が集まり、関心の高さがうかがえました。 
 

 ＫＩＤ’Ｓ☆ＳＴＡＲ        
ＲＥＰＥＲＴＯＩＲＥ ＳＨＯＷＣＡＳＥ ２０１７ 

 
こどもダンスカンパニー「キッズ☆スター」の過去の上演作『マリンバ天

国』『Ｔシャツ』『ちょっとチェロ踊ってみたい』を再構築し、 

レパートリー化。3 作品をオムニバス上演します！！ 

 振付･構成･演出：んまつーポス（大きな振付家） 
 小さな振付家  ：ＫＩＤ´Ｓ★ＳＴＡＲ 

日時：３月４日（土）11:00～/14:00～/16:00～ 

会場：みやざきアートセンター１Ｆ太陽の広場 
    （宮崎市橘通西３－３－２７） 

主催：ＮＰＯ法人みやざき子ども文化センター 

共催：ＮＰＯ法人 MIYAZAKI C-DANCE CENTER 

 協力：みやざき子ども芸術体験活動推進連絡協議会 

 
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 
         (宮崎市霧島 1丁目 1番地１) 
  

 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  
              (※定員になり次第締切り)  

 
   申込方法：電話、ＦＡＸのいずれか  
  

〈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 

「街の合唱団」が 1 月 28 日街市で歌

声を披露しました。子どもからおじい

ちゃんおばあちゃんまでが一緒に街で

歌う「街の合唱団」。人前で歌うのは、

ちょっと緊張したけど、みんなで歌うと

楽しくて、とっても気持ちがいい―！ 

メンバー随時募集中です♪ 

おたのしみに！ 

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のご案内 
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、串間市・高千穂町・高原町・国富町・綾町・西都市・ 

  新富町・木城町・川南町・都農町の利用会員を募集中。 

【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合せ下さい。  
＜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 

http://empowerment-center.net/wp-content/uploads/2015/05/moritapic1.jpg


  

 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 

 
 
 

 
 

 
 

    
 
 
 
 

     
 
 
  

 

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 

３月のイベントカレンダー 

＜日本のひなた・地域づくり実践塾＞ 
 

『綾の大地でピューレに出会う』 
 
日時：３月１９日（日） 
      １０：００～（予定） 
開催場所：綾町 
 

❀ ごぼうの種まき〈土育〉 
❀ 早川農園でランチ〈食育〉 
❀ おはしをつくってみよう〈木育〉 
 
人と野菜と木の楽しいイベント！ 
心も体もよろこびますよ。 
 

★詳細はお問い合わせ下さい★  
ＮＰＯ法人みやざき子ども文化センター 

  ＴＥＬ：０９８５‐６１‐７５９０ 担当：長谷川 
 

宮崎市からのお知らせ 
宮崎市地域子育て支援セ

ン タ ー の ホ ー ム ペ ー ジ
(http://www.miyazaki-
kosodate.jp）が 3 月 31 日
で終了します。 

今後は、宮崎市のホーム
ページや「宮崎市子育てナ
ビ」の子育て支援センター
のコーナーで情報が得られ
ます。お間違いのないよう
にご注意ください。  
★宮崎市ホームページ 
「地域子育て支援センタ
ー事業」 
★宮崎市子育てナビ 
「http://miyazaki-   
    city.mamafre.jp」 
 

月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６

２７ ２８

○おもちゃ病院
１３：００～１６：００

❤模型をつくろう
１５：３０～１６：３０

○国際大学による

「ぐらぐらんどと

木のおもちゃで遊ぼ
う」 参加費無料

１０：００～１６：００

○音楽教室
９：３０～

★やさしい
ヨガストレッチ

１０：３０～１２：００

★春のオカリナ
コンサート

１０：３０～１１：００

〇音楽教室
９：３０～

〇おたのしみ工作

１５：００～１７：００

〇おたのしみ工作
１５：００～１７：００

〇おたのしみ工作
１５：００～１７：００

○おもちゃ広場

１０：００～１５：００

○おもちゃ広場
１０：００～１５：００

❤多読賞表彰式

１５：３０～１６：００

❤エコ工作

１５：３０～１６：３０

○おもちゃ広場
１０：００～１５：００

〇おたのしみ工作
１５：００～１７：００

★お誕生会
（手形を取ろう）

１０：３０～１２：００

○おもちゃ広場
１０：００～１５：００

★赤ちゃん広場
１０：３０～１２：００

２９ ３０ ３１

〇箸道：段位獲得戦

１６：００～１７：００

☆街の小さな音楽会
＋小さな学びの会
１０：３０～１２：００

★③Nobody's Perfect
～完璧な親なんてい
ない～

１３：００～１５：００

 
 魂のトークライブ第１ラウンド 
  －衝撃の鉈（なた）フックを受けてみろ！ 

   「僕は運命を信じない」 
 講 師：坂本博之氏 （ＳＲＳボクシングジム会長） 

      オープニングアクト・ＭＣ 木村つづく氏 

 日 時 ： ３月１１日（土） 開場 12：30 開演 13：00 

 会 場 ： 宮日会館 11 階 「宮日ホール」 
        (宮崎市高千穂通 1 丁目１－３３ ※駐車場無) 

 内 容 ： 第一部  講演「僕は運命を信じない」 

          第二部 ボクシングセッション 

 主 催 ： Ｓｗｉｎｇ-Ｂｙ 
  
   ＜お申込み・問合せ先＞ 

      Ｓｗｉｎｇ－Ｂｙ（スウィングバイ） 事務局 
      TEL：０９０-８４０６-６３６３ 
      Mail：gengen@cc.miyazaki-u.ac.jp 

参加費 
無料 

3/7(火) 
申込締切 

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

