〜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８月号
「まつりえれこっちゃみやざき２０１７」に
キッズ・アート・アカデミー出場！
☆７/２９ こどもダンスカンパニー「KID S☆STAR」
ジュニア部門に出場しました。
暑い一日踊りきり、なんと
『アマノウズメ賞』を受賞しました。
やったー！

☆７/３０ 「ミュージックパラダイス」
キッズゴスペルクルー出場♪
ドキドキしたけど、笑顔で新しい曲目も堂々と歌いき
りました。歌うって気持ちいいなー♪

演劇ワークショップ「君のままでいいんだよ」スタート
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）

劇団こふく劇場の永山智行さんと LGBT 交流会「レインボービュー」代表山田健
二さんを講師に迎え、性的マイノリティーの理解を深めるためのワークショップが
始まりました。１回目は８月１日。約２０名の参加者が「出会いから始まるコミュ
ニケーション」について身体を動かしながら学びました。第２回目は８月８日、
「聴
く」をテーマに LGBT の当事者の方のお話があります。一人ひとりの人生の物語を
感じて、３回目、２２日はいよいよ参加者それそれが演劇台本を書きます。途中参
加も歓迎です。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）いずれも１８：３０〜２１：００。（お申込はみやざき子ども文化センターまで）

香港のダンサーといっしょに踊ったよ。

江平児童クラブ

夏休みの児童クラブでは、月曜日から土曜日まで朝から子ど
もたちの声でにぎやかです。毎日、勉強をした後、作品作りや
ごっこ遊び、外遊びなどをして過ごしています。第二児童クラ
ブでは、これからお祭りごっこをするとのこと。牛乳パックの
お神輿作りが始まります。どんなのができるかな。楽しみ〜。
江平第二児童クラブの子どもたちにインタビューしてみまし
た。
この夏、はまっていることは？
・「プール！」
「流れるプールで浮かぶの。」
・「ウォータースライダー！」
・「虫取り」「任天堂のゲーム」
残りの夏休みに何がしたい？
・
「旅行」どこへ？「九州１周とか」
「青島とか。
」
「外国に行き
たい。
」
和太鼓×ART やってみたい人集まれー！
・
「宿題バンバン頑張る。もうそれしかないってかんじ。
」
「私も
和太鼓といろんなジャンルのアートを組
宿題。お母さんに怒られる〜。」
み合わせて、いつもと違う和太鼓の魅力に メンバー
・「自由になりたい。」
「散歩したい。」
触れてみよう。まずは和太鼓の基本から学
募集中
・「科学実験したい。」
んでいきます。
夏休み短くなったらどう思う？
・講師：八木隆之介（橘太鼓「響座」）
・
「ヤダ！」
「絶対やだ。
」
「つまんなくなる。
」
「どっちでもいい。
」
・１０月スタート！９月２５日（月）無料体験
・
「
（夏休み以外にも」たまに長い休みがあるのはいいと思う。
」
・対象：小学１年生以上２０名
・
「短くするんじゃなくて、長い休みをもっと増やしてほしい。
」
・場所：橘太鼓「響座」和太鼓練習場
なるほど。色んな声をきかせてくれてありがとう！
詳しくは、みやざき子ども文化センターまで。

７月１２・１３日、香港のダンス界を牽引する Ong
Yong Lock（ロックさん）率いる「Unlock Dancing Plaza」
チームの来宮に合わせ一般参加者とつくるダンスワー
クショップ、上演『はじめてのコンテンポラリーダン
ス』が行われました。香港の赤いビーニール袋を使った
ダンス作品『Borelo』に、一般参加者としてみやざき子
ども文化センターのスタッフも参加してきました。
身体を使って表現したり、言
葉は違っても、ダンスを通して
お互いが通じ合う楽しみを味
わいました。筋肉痛も。。ダン
スって楽しい！

８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

２

１

☆演劇ワークショップ ❤水遊び大会
「君のままでいいんだ
（工作）
よ」 １８:３０〜２１:００
１５：００〜１６：００

１４

１６

１５

２２

２３

２９

○おもちゃ広場
１０：００〜１４：００
★乳幼児足育講座
１０：３０〜１１：３０
○アートなおみこし
作ろうよ①
１３：３０〜１５：３０
〇スイーツコンテス
ト作品つくり
１４：００〜１６：００

○アートなおみこし
作ろうよ②
１３：３０〜１５：３０

〇ハンドベル教室
１０：３０〜１１：３０

○アートなおみこし
作ろうよ④
１３：３０〜１５：３０

〇スイーツコンテス
ト作品つくり
１４：００〜１６：００
❤サマーキャンプ

○アートなおみこし
作ろうよ③
１３：３０〜１５：３０
❤サマーキャンプ

１１

○おもちゃ広場
１０：００〜１４：００

１３

〇音楽教室
９：３０〜

★おやこの
健康相談日
１０：００〜１２：００

１８

★赤ちゃん広場
（自由遊び・
水遊び）
１０：００〜１２：００
○おもちゃ広場
（おもちゃインストラ
クター 堤さんと
おもちゃ作り）
１０：００〜１４：００

〇おたのしみ工作
１４：００〜１６：００

〇ハンドベル教室
１０：３０〜１１：３０

２５

○おもちゃ広場
１０：００〜１４：００

〇おたのしみ工作
１４：００〜１６：００

「忍者」×「科学」×「修行」

センターでも
取扱っています

期
間：９月 1６日（土）〜１０月２２日（日）
開館時間：１０:００〜１８:００（入場 17:30 迄）
入 場 料：一般 1,100 円（前売 900 円）
中高生 300 円（前売 300 円）
※小学生以下無料（ただし保護者同伴）
みやざきアートセンター
（宮崎市橘通西３-３-７ ☎ 0985-22-3115）

２７

２６
○音楽教室
９：３０〜

〇ピンポンキッズ練
習１０：３０〜１１：３０

地域の方々と協力して、夕涼み会を
行います。くじ引きや自由に遊べるコー
ナーもあります。
日 時：９月２日（土）
１７：００〜２０：００
会 場：田野児童センター
田野地域子育て支援センター

街の小さな音楽会
+ おやこひろば「トット」

人と、物が出会うマーケット

期
間：7 月 15 日（土）〜8 月 27 日（日）
開館時間：10:00〜18:00（入場 17:30 迄）
チケットは
入 場 料：一般 1,200 円・小中高生 600 円 みやざき子ども文化

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

★夏のおわりの夕涼み会

★ みやざきアートセンターのイベント案内 ★

The NINJA 忍者ってナンジャ！？

２０

１９

○木工教室
１３：３０〜１５：３０

○おもちゃ広場
１０：００〜１４：００

❤水遊び大会
１５：００〜１６：００

ファッションデザイナー鳥丸軍雪展

１２

３１

３０

６

５

４

２４

☆演劇ワークショップ ★親子の防災講座
「君のままでいいんだ １０：３０〜１１：３０
よ」 １８:３０〜２１:００
❤水遊び大会
１５：００〜１６：００

２８

日

１７

〇おてだま道
１６：００〜１７：００

２１

土

１０

９

８

金

３

○大人の講座
〇スイーツコンテス
硬筆カフェ⑨
ト作品つくり
１０：３０〜１１：３０
１４：００〜１６：００
〇国際大生と工作
１３：３０〜１５：３０
〇スイーツコンテス
ト作品つくり
１４：００〜１６：００
☆演劇ワークショップ
「君のままでいいんだ
よ」 １８:３０〜２１:００

７

木

「大切にしてきた物を、誰かに使っ
てもらいたい。
」このマーケットはそ
ういう物を販売します。
売上げの半分は、子どもたちを応
援する事業に寄付します。
趣旨にご賛同いただける出店者も
募集しています。
日時：９月１０日（日）
１１:００〜１６:００
場所：EHILA イベントスペース
<主催>NPO 法人
みやざき子ども文化センター
TEL:０９８５-６１-７５９０

素敵な音楽に子どもの時から親しんで
欲しいとの想いを込めた「街の小さな音
楽会」と音楽会後には初のおやこひろ
ば「トット」を７月１４日に開催しました。
今回はボサノバの
音楽を聴き、お昼ご
飯を食べたり、遊ん
だり、ゆったりとした
時間を過ごせた様子
でした。次回は９月
開催予定です。
お楽しみに♪

〒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】

