〜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４月号
3 月 13 日、宮崎大学医学部附属病院より、当センターが行ったホッとアートプレゼント事
業に対して感謝状を頂きました。ホッとアートプレゼントは、小児科病棟に長期入院する子ど
もたちや、その保護者のみなさんに、病院内でコンサートを開いたり、リンパマッサージの実
施などを行う事業です。普段聴く機会の少ない生の音楽に接し、子どもたちの心がワクワクす
る時間をつくる事ができました。また、毎月 1 回のリンパマッサージでも、「体がすっきりし
た」、「尿が出やすくなった」「楽しみにしている」との声を頂くなど、大変喜ばれました。
なお、この事業は、宮崎オーシャンライオンズクラブ様の助成金を受け、実施することがで
きました。ありがとうございました。
■ユニット「あんてな」プロデューススペシャルショー・・・9 月 14 日
出演：本田泉さん（読み聞かせ、歌）、浜崎奈津子さん（ピアノ、歌）
■ハロウィンコンサート・・・10 月 28 日
出演：横山美和さん（歌）、衞藤和洋さん（パーカッション）、今村さつきさん（ピアノ）

キッズ・アート・アカデミー

街市で「夢創り人」交流広場

ダンス

3 月 25 日、若草通りで行われた「街市」にて
「夢創り人」の交流広場が開催されました。
「夢
創り人」は、趣味や特技を生かしたい方が講師
として登録し講座を行い、家庭教育学級や子ど
も会などでたくさんの方々に喜ばれています。
今回は、野点やアロマ、木工、折り紙ワーク
ショップなどがあり、街市に訪れた方々に「夢
創り人」の活動を知っていただく機会になりま
した。

里親制度説明会・里親研修日程のお知らせ
里親になってみませんか？
平成 29 年度の里親制度説明会と里親研修の日程が決まりま
した。詳しくは、下記センターまでお問合せください。Facebook
や文化センターのホームページからでもご覧いただけます。
＜お申込み・お問合せ先＞
里親普及促進センターみやざき
TEL/FAX：０９８５‐２０‐１２２０
平成 29 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

（申請中）

ＫＩＤ’Ｓ☆ＳＴＡＲ 川南・東京公演
こどもダンスカンパニー「キッズ☆スター」は、
3 月 20 日、川南町文化ホールにて公演を行いまし
た。観客からは、「鳥肌がたった！」など大好評。
また、3 月 25・26 日、神楽坂セッションハウス（東
京・神楽坂）で『マリンバ天国』
『Ｔシャツ』
『ちょっ
とチェロ踊ってみたい』を踊ってきました。緊張し
ながらも、堂々と踊りきった子どもたちでした。他
の大人の出演者からもたくさんの刺激を受け、貴
重な体験となったようです。
演じる 劇団空風スマイルシアター

新メンバー
募集！

5 月から新しく活動を始めます。メンバーも募集
しています。一緒にお芝居を作ってみませんか？

いろんなタイプの子どもたち
3 月 13 日、EHILA イベントスペースにて、ASD（自閉症
スペクトラム）、発達障害など親子の困り感に寄り添う子
育てサークル「スマイルクラブ」の代表辛島育代さんが、
みやざき子ども文化センターの託児スタッフを対象に講
話をしてくださいました。
みやざき子ども文化センターでは、講演会や、研修など
託児が必要な時に保育のお手伝いを行っています。さまざ
まな個性のお子さんをお預かりするために、スタッフ一同
学びを続けています。

『子どもは

みんな

問題児。』

中川李枝子（新潮社）
子どもへの最高の褒め言葉は、「子どもらしい子どもね」
ではないでしょうか。子どもらしい子どもは、ひとりひとり
個性がはっきりしていて、自分丸出しで堂々と毎日を生きて
います。・・・本書「はじめに」から抜粋。
ＮＰＯ法人みやざき子ども文化センターは、文化芸術をと
おして、子どもの育ちを応援するために、さまざまな活動に
取り組んでまいります。Ｈ29 年度もひきつづき、当セン
ターの活動へのご理解とご協力をお願いいたします！

４月のイベントカレンダー

楽しいこと、いっぱい！

【開催場所 ☆…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
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○大人の講座
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○おもちゃ広場
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〇おたのしみ工作
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★赤ちゃん広場
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ベビーマッサージ）
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〇音楽教室
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〇ハンドベル教室
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○大人の講座
硬筆カフェ②
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○おもちゃ広場
（初めてのお絵かき
アートスタート）
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段位獲得戦
１６：００～１７：００
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○おもちゃ広場
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○幼児工作教室
（清武中央こども園
年長組）兜つくり
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★こいのぼりを
つくろう！
１０：３０～１１：３０
○「風船の
ジローちゃん」
ショー １０：３０～

❤ かぶとをつくろう
１５：３０～１６：３０

〇国際大生と工作
（旅行鞄の中をお部
屋にしよう）
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きよたけ児童文化センター開館記念日イベント

親子で「聴いて」「観て」楽しむ音楽会

『おいでおいで子どもフェスタ』

こどもきらめく音の祭典

★プレイベント「風船のジローちゃん」がやってくる！
4 月 27 日（木）10：30～ 入場無料
※当日は風船のジローちゃんの取材のため
テレビカメラが入ります。ご了承下さい。

★「新開孝昆虫写真展」
4 月 22 日（土）～5 月 6 日（土）

★「工作をたっぷり楽しんで」
5 月 3 日（水）～5 月 5 日（土）

★「アート祭り」（アーチスト達とワークショップ）
5 月 7 日（日）

★「むしのすきなこあつまれ」～新開孝の世界～
（昆虫写真のお話とワークショップ）
5 月 6 日（土）13:30～15:40 ※要申込
お問合せ:きよたけ児童文化センター☎ 85－6811

日

時：２０１７年５月７日（日）
開場 13：30 開演 14：00 終演 16：00（予定）

会 場：宮崎市民文化ホール 大ホール
入場料：高校生以下無料（ﾁﾗｼの招待券持参）
一般 800 円（前売 500 円）
第 1 部 宮崎市立加納中学校吹奏楽部
第 2 部 宮崎西高等学校・附属中学校吹奏楽部
第 3 部 フェニックス JAZZ 楽団
＜ゲスト＞りずむらいす（パーカッション）
主催：宮崎市
＜お問合せ＞宮崎市 文化・市民活動課
TEL:０９８５－２１－１８３５
〒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】

