〜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６月号
NPO 法人みやざき子ども文化センター総会
５月２６日、平成 29 年度の総会を行いまし
た。たくさんの方々の力を頂きながら、昨年度
の事業を終えることができました。これからも
子どもたちや、子どもたちをとりまく大人を応
援していく事業に取り組んでまいります。
今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

「こどもきらめく音の祭典」
5 月 7 日（日）親子で「聴いて」「観て」楽しむ音楽会
「こどもきらめく音の祭典」(宮崎市主催)が宮崎市民文化
ホールで行われました。約１１００人の方で会場が埋ま
り、小さな子どもたちからお年寄りまで音楽を楽しみまし
た。ゲストの「りずむらいす」（パーカッション）のお二
人は、身近にある台所の菜箸やおなべなどを使って音を鳴
らすなど、楽しいパフォーマンスで観客を魅了しました。
また、宮崎市立加納中学校吹奏楽部、宮崎西高等学校・附
属中学校吹奏楽部、フェニックス JAZZ 楽団の皆さんも演
奏を披露し、ゲストとも共演。最後のセッションは全員で
演奏し、会場の観客も手作りの楽器をならして演奏に加わ
りました。

〜ホっとアートプレゼント〜
「谷口潤実と仲間たち」at みんせいかん
児童養護施設や長期入院中の子どもたちに、普段
聴く機会の少ない生の音楽に接してもらい、子ども
たちの心がワクワクする時間をつくる「ホッとアー
トプレゼント」。
今回は、５月２８日（日）社会福祉法人宮崎福祉会
児童養護施設みんせいかんで、谷口潤実と仲間たち
のコンサートが行われました。
思わず踊りだしたくなるようなラテンのリズムの
演奏。子ども達と施設の職員の方もすぐに笑顔に
なって聴き入りました。
ジブリの曲など子ども達に親しみのある曲が流れ
ると子ども達が歌を口ずさみはじめ、するとそれを
ラテンアレンジしたものが演奏され・・！いつもと違
う曲調に気が付きながらも子ども達はすぐにラテン
調の音楽にのって歌っていました。
いろいろな楽器にも一人一人が触って音を鳴らし
てみる体験もできました。最後のアンコールでは、ラ
テンの曲に合わせて少し照れながら踊る子ども達や
職員の方もいました。

「街の小さな音楽会」のご案内
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。
★6 月 9 日(金) 11:00〜12:00 (ミニお茶会含む)
♪コンサート出演者♪

啼鵬（ＴＥＨＯ）さん（バンドネオン）
金 庸太さん（ギター）
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。
ＴＥＬ：０９８５−６１−７５９０

５月「街の小さな音楽会」

パステルクロック
県内外で活躍を続ける、ア
カペラグループ「パステルク
ロック」さんのライブが５月
１６日に行われました。５月
の風のようにさわやかな歌
声に会場はうっとり。

『子どもはみんな問題児。』
（新潮社）
絵本「ぐりとぐら」の作者、中川李枝子さんが書
かれた本書。元保育士でもある中川さんから子育て
中のお母さん、お父さん、子どもに関わる全ての人
へのメッセージがたくさんつまっています。抜粋し
て、ご紹介します。今月は・・・

心を寄せ合って楽しめるのは幼児期だけ
子育てには、
「抱いて」「降ろして」「ほっといて」
。子
どもの発達に合わせた三段階があるといえるでしょう。
「抱いて」は幼児期で、ちょうど保育園、幼稚園に来
ている年齢まで。お母さんにとっていちばん子どもと幸
せを共有できる時ではないでしょうか。
お母さんの膝の上で本が読める、この時代を大事にし
てもらいたいのは、お母さんの感性が素直にまっすぐ子
どもに流れるからです。
おはなしの世界はお母さんの言葉になり、体温になっ
て子どもに伝わっていく。人生で最高に幸せなときだと
思います。

６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
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○おもちゃ広場
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〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００
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４

〇清武幼稚園作品
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○大人の講座
硬筆カフェ⑤
１０：３０〜１１：３０
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★赤ちゃんが来た！ ○おもちゃ広場
〇おたのしみ工作
〜親子の絆つくりプ
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☆街の小さな音楽会
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❤かさとカエルをつ
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★赤ちゃんが来た！ ○おもちゃ広場
〜親子の絆つくりプ
（堤さんのおもちゃ
ログラム〜
作り）
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〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００
★食育ミニ講座
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★めぐみ幼稚園訪問
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❤七夕かざり
１５：３０〜１６：３０

★赤ちゃんが来た！ ○おもちゃ広場
１１：００〜１４：００
〜親子の絆つくりプ
ログラム〜
１０：００〜１２：００

〇県パネル展「土砂
災害」（７/２まで）
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〇館長さんと描こう
ね時間③
１３：３０〜１５：３０

〇国際大生と工作
「手作り石鹸」
１３：３０〜１５：３０
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〇ハンドベル教室
１０：３０〜１１：３０

○大人の講座
硬筆カフェ⑥
１０：３０〜１１：３０
〇ピンポンキッズ練
習１０：３０〜１１：３０

★手作り窯
「ピザ作り体験」
１０：３０〜１２：００
〇古着ででっかい
〇古着ででっかい
キョウリュウを作ろう キョウリュウを作ろう
①１３：３０〜１５：３０ ②１３：３０〜１５：３０
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○音楽教室
９：３０〜
〇館長さんと描こう
ね時間④
１３：３０〜１５：３０

〇ピンポンキッズ練
習１０：３０〜１１：３０
〇古着ででっかい
キョウリュウを作ろう
④１３：３０〜１５：３０
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★赤ちゃんが来た！ ○おもちゃ広場
〜親子の絆つくりプ
１１：００〜１４：００
ログラム〜
１０：００〜１２：００

❤ロゴをデザインし
よう
１５：３０〜１６：３０

〇ピンポンキッズ練
習１０：３０〜１１：３０

〇古着ででっかい
キョウリュウを作ろう
③１３：３０〜１５：３０
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〇音楽教室
９：３０〜

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

〇おてだま道
１６：００〜１７：００

２６

〇講談社
「おはなしえほんバ
ス」（６/３０まで）

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００
〇４園合同作品展
示（北今泉・黒坂保
育園・清武中央・し
んまちこども園）
７/１２まで

木城えほんの郷

みやざき子育てサポート「サポート会員養成講座」のお知らせ

鈴木のりたけ絵本原画展

生後 6 ヶ月から小学 6 年生までのお子さんを対象に一時的なお預かりを行う、
子育てサポート。サポート会員（有償ボランティア）になってみませんか？

6 月 10 日（土）〜7 月 17 日（月）
鈴木のりたけトークライブ ６月１７日（土）

宮崎市 ７月１９日（水）
、２０日（木）
みやざき NPO・協働支援センター活動支援スペース
高原町 ７月２９日（土）
、３０日（日）
高原町総合保健福祉センターほほえみ館 会議室

『しごとばができるまで』
詳しくは、木城えほんの郷まで。
お問合せ：木城えほんの郷

☎0983-39-1141

お問合せ･申込先：みやざき子育てサポートセンター ☎0985−28−0707

大淀川学習館 絵本のよみきかせとおはなし
楽しい生き物絵本の読み聞かせの後は、
その生き物についての不思議で楽しいお話を。
６月１０日（土）１１：００〜１１：３０

宮崎科学技術館 キッズプラネタリウム
いつもより少し明るいプラネタリウムで行う、
小さな子どもたち向けのプラネタリウム。
６月２２日（木）１０：００〜１０：３０
定員２４０名

先着１５組（当日受け付け）
お問合せ：大淀川学習館

入館料が必要です。

お問合せ：宮崎科学技術館 ☎0985-23-2700

☎0985-20-5685

〒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】

