〜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７月号
『人と、物が出会うマーケット』OPEN!

LGBT のこと、知ってほしい。

大切にしていた物があります。
物を大切にしたい人がいます。
一つ一つの物にストーリーがあって、感動したり、驚い
たり、笑ったり・・・
そんなストーリーを聞きながら、物を手に取りなが
ら、気持ちを通わせられる。売り上げの半分は、未来を
生きて未来を創る子どもたちのために寄付されます。
大切にしてきた物を通して、子どもたちを応援します。
新しいカタチのマーケットです。
６月２５日（日）に第１回を開催し、たくさんの方に
来ていただきました。ありがとうございます。ぎこちな
い売り手たちも、時間が過ぎるごとに笑顔も浮かび応
対も上手になりました。
『旅行好きのおばさんは８０ヶ
国近く回っていたので、たくさんカバンやバッグがあ
るのよ。』『昭和３０年代にヨーロッパを旅行した叔父
のお土産のペンダントトップ（陶板に女の子の絵）
。一
度も使わずに持ってたけど・・・』
ほんとに、一つ一つにこんなにストーリーがあるな
んて！なんて素敵なのでしょう！
☆次回は７月２３日（日）を予定しています。
ぜひ、のぞいてみてくださいね。
また、このマーケットに賛同される出展者の方も募集
中です！詳しくは、みやざき子ども文化センターまで。

最近、ニュースや新聞で LGBT（性的マイノリティー）のこ
とを見たり聞いたりした方も多いと思います。みなさんは、
どんな風に感じていらっしゃいますか？
LGBT の方は、人口の３〜５％いると言われています。１３人
に一人の割合です。これは、左利きや血液型の AB 型の方の
割合とほぼ同じです。宮崎県の人口（1,095,863 人）の５％な
ら 54,793 人。宮崎市の人口（405,681 人）の５％では 20,284
人です。でも、社会では LGBT の存在があまり知られていま
せん。知らないために、偏見や差別が生まれることもありま
す。それを恐れて自分が LGBT であることを隠したりし、生
きづらさ、孤独を感じている人がたくさんいます。

「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。

★７月１４日(金) 11:00〜1１３0
♪ボサノバコンサート♪
神崎紀代美さん（Piano）小倉さとこさん（Vo）
コンサートの後は・・・

おやこひろば「トット」OPEN♪
１３：４５まで、お弁当を食べたり、
おもちゃで遊んだり、ゆっくり過ごせます。
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

子どもたちを「男らしく」
「女らしく」のものさしで育てる
ことも、無理解をうんでいるのかもしれません。何気なくか
けている言葉や、与える物などが、子どもの「ありのままの
自分」を否定してしまうかもしれません。
「その子らしく」育
つことが人生の豊かさにつながるのではないでしょうか。そ
もそも、この世界には、いろんな「男の人」
、
「女の人」がい
ます。みんなが、自分らしさを大事に生きられたらいいです
ね。
そしていつの日か、大切にしたい好きな人が
できたなら、それは本当にすてきなこと！色ん
な人がいるように、好きになるタイプもまた人
それぞれ。そこに、男である、女であることは
絶対的な基準ではありません。つまり私達は、
みんなマイノリティーなのです。LGBT の問題
は、社会全体の問題なのです。
思春期の子どもたちにとっても、この「自分らしく生きる」
ことは、大問題です。特に、LGBT の子どもたちは、いじめや
暴力の対象になりやすく、自殺を考えることがある子の数も
高いなど、深刻な実態が明らかになっています。
どの子も、安心してその子らしく生きられるように、性的
マイノリティーのことを正しく知ってほしいと思います。
そこで・・・みやざき子ども文化センターでは、こんなワー
クショップを開きます！

演劇ワークショップ「君のままでいいんだよ」
平成 29 年度宮崎県人権啓発推進協議会委託（法務省人権ユニバーサル事業）

講師：劇団こふく劇場の永山智行さん（演出家・劇作家）
講師：LGBT 交流会「レインボービュー」代表山田健二さん

8 月 1 日（火）、8 日（火）、22 日（火）
いずれも 18：30〜21：00 ３回連続講座です。
対象：中学生以上（２０名程度） １回のみの
参加も OK！
場所は：EHILA イベントスペース
（宮崎市江平西 1-5-１１ 江平ビル 104 号）

演劇をとおして、社会的なカテゴリーで偏見や差別を受け
るマイノリティー（特に性的マイノリティー）の人の立場に
ついて学びます。安心した楽しい雰囲気の中で、子どもたち
が他者や自己を知るとても貴重な機会になると思います。
ぜひ、ご参加ください☆ （お申込はみやざき子ども文化センターまで）

７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

金

土

日

１

２

〇ハンドベル教室
１０：３０〜１１：３０
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

３

４
○大人の講座
硬筆カフェ⑦
１０：３０〜１１：３０

６

５
★七夕飾り作り
１０：３０〜１１：３０

７

○おもちゃ広場
１１：００〜１４：００

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

１１

１２

１３

❤お化けをつくろう
１５：３０〜１６：３０

１４

★赤ちゃん広場
１０：３０〜１２：００
○おもちゃ広場
（森伴子さんの
子育て相談室）
１１：００〜１４：００

１７

１８
★親子でストレッチ
１０：３０〜１１：３０

〇音楽教室
９：３０〜

〇ピンポンキッズ練
習１０：３０〜１１：３０

〇館長さんと描こう
ね時間⑤
１３：３０〜１５：３０

❤手を大きく描こう
１５：３０〜１６：３０

１０

９

８

〇おてだま道
１６：００〜１７：００

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

○大人の講座
硬筆カフェ⑧
１０：３０〜１１：３０
〇ピンポンキッズ練
習１０：３０〜１１：３０

２２

２１

○おもちゃ広場
１１：００〜１４：００

１６

☆街の小さな音楽会 〇ハンドベル教室
１１：００〜１１：３０
１０：３０〜１１：３０
おやこひろば「トット」
１１：３０〜１３：４５

２０

１９

１５

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

２３
〇ピンポンキッズ練
習１０：３０〜１１：３０

○音楽教室
９：３０〜
〇夏休み宿題片づ
け隊＆描こうね時間
１３：３０〜１５：３０

２４

２５

２６

２７

２８

★お誕生会
（６月・７月生まれ）
「おもちゃ作り」
１０：３０〜１１：３０
○おもちゃ広場
１１：００〜１４：００

〇夏休み書道教室
１０：００〜１２：００

２９

３０

〇ハンドベル教室
〇おたのしみ工作
（スイーツコンテスト） （夏休み特別レッス
ン）
〜８/４まで毎日
１０：３０〜１１：３０
１４：００〜１６：００

みやざきアートセンター企画展

３１

The NINJA

忍者ってナンジャ！？
「忍者」×「科学」×「修行」

期
間：7 月 15 日（土）〜8 月 27 日（日）会期中無休
開館時間：１０：００〜１８：００（入場１７：３０まで）
入 場 料：一
般 1,200 円（前売 1,000 円）
小中高生
600 円（前売 800 円）
みやざきアートセンター（宮崎市橘通西３-３-７ ☎ 0985-22-3115）

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
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、
子育てサポート事業です。サポート会員（有償ボランティア）になってみませんか？

宮 崎 市
高 原 町

〇こわ〜いおはなし
会
１３：３０〜１４：３０

７月１９日（水）、２０日（木）
会場：みやざき NPO・協働支援センター
７月２７日（木）、２８日（金）
会場：高原町総合保健福祉センターほほえみ館

チケットは
みやざき子ども文
化センターでも
取扱っています

木城えほんの郷
水辺の宝石・トンボ 今森光彦写真展
７月２２日（土）〜８月３１日（木）
木城えほんの郷の自然に共鳴する今森さんの写真展です。

お問合せ：木城えほんの郷
児湯郡木城町石河内 475 ☎0983-39-1141

まつりえれこっちゃみやざき出場！

高千穂町 ８月１日（火）、２日（水）
会場：高千穂町立中央公民館
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

7 月 29 日（土） KID’S★STAR（ダンスチーム）
7 月 30 日（日） キッズゴスペルクルー
毎年恒例夏のイベント みんな見にきてね♪

〒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】

