〜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９月号
子どものコトバがきこえていますか？
９月１日は、子どもの自殺が多くなる日と言われます。子どもが自ら命を絶
つということほど悲しいことはありません。このようなことが繰り返されない
ために、私たちにできることは何でしょうか。親だけでなく、子どもたちに関
わる全ての大人が問われています。
まず、身近にできることとして、
「子どもの言葉にならないコトバ」に耳をす
ませてみませんか。言葉で自分の気持を十分に言い表すことは、誰にも難しい
もの。でも、特に子どもたちにとって、それはとても難しいものです。言葉の代
わりにお腹が痛くなったり、イライラしたり、落ち着かなくなったり、泣いた
り様々な行動にでます。子どもの行動や言葉の裏にある気持ちに気づいて、寄
り添ってみてください。子どもたちのコトバがたくさん聞こえてきますよ！

おやこひろば「トット」にいらっしゃーい☆
７月より、おやこひろば「トット」が EHILA イベントスペースに
オープンしました。月２回開催され、コンサートや、お手玉や折り紙
などのシニアのスペシャリストをゲストに招いて、親子で楽しみ、赤
ちゃんから熟年世代まで交流ができる場になっています。
おやこひろば「トット」９月の予定は下記のとおり。ぜひいらしてくださいね。
お待ちしてまーす☆
参加費：親子一組５００円

☆９月１４日（木） 11:00〜13:45 街の小さな音楽会+おしゃべりタイム
☆９月２７日（水） 10：00〜13：45 岩切杏子さんを招いて わらべうた

「笑みこし」 完成しました〜！
夏休み、児童館や公民館で、アーティストと
子どもたちが一緒におみこしを作りました。
全部で９つのとっても個性豊かな
「笑みこし」が完成〜！お披露目します！
会場：フローランテ宮崎 夢花館
９月１６日（土）〜２４日（日）
９：００〜１７：００
会期中土、日、祝日は・・

第3回

『小みこし
〜自分だけの小さなみこしを作ろう〜』
「笑みこし」に参加したアーティストと一緒に
持って帰れる「小みこし」をつくろう！
日程 9/17(日).18(月･祝).23(土･祝).24(日)
10:00〜12:00、13:30〜15:30
お問い合わせ：宮崎市文化・市民活動課 TEL:0985-21-1835

和太鼓といろんなジャンルのアートを組み
合わせて、いつもと違う和太鼓の魅力に触れ
てみよう。まずは和太鼓の基本から学んでい
きます。

・講師：八木隆之介（橘太鼓「響座」
）
・１０月スタート！９月２５日（月）無料体験
・対象：小学１年生以上２０名
・場所：橘太鼓「響座」和太鼓練習場
詳しくは、みやざき子ども文化センターまで。

うれしいとき、なやんでいると
き、こまっているとき、じぶんの
きもちを、まわりの人につたえて
もいいし、このでんわにかけても
いいよ。
18 さいまでの子どもがかけるでんわ

「チャイルドライン」
０１２０−９９−７７７７
月ようび〜土ようび
ゆうがた４じからよる９じ

街の小さな音楽会
９/１４（木）１１：００〜

チェロコンサート
・土田浩さん（チェロ）
・土田悦子さん（ピアノ）
今回のゲストは宮崎ジュニア
オーケストラの指揮者でもある土
田浩さん。子どもと音楽をテーマ
にミニ講座もあります♪
場所：EHILA イベントスペース

人と、物が出会うマーケット

9 月 10 日（日）11:00〜16:00
EHILA イベントスペース
お問い合わせ:
みやざき子ども文化センター
0985-61-7590

ワークショップあります♪

和太鼓×ART やってみたい人集まれー！

子どもたちへ

メンバー
募集中

演劇ワークショップ「君のままでいいんだよ」
劇の台本作成へ
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開催
した性的マイノリティーの理解を深めるためのワー
クショップが無事終了しました。たくさんの方のご協
力・ご参加ありがとうございました。
永山さんがよく言われます。「演劇では、人が出会
い別れるまでのその『変化』に物語がある」と。LGBT
とは何かという知識からではなく、LGBT の方など、
いろいろな人に出会い、その人と話しをする中で気付
くことをこのワークショップでは大切にしました。参
加者のみなさんが書いた台本をまとめて、これから永
山さんが一つの台本を仕上げます。宮崎からすてきな
演劇作品が生まれます！中学校などで上演できる内
容になる予定です。完成をどうぞお楽しみに！

９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

２

１
〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

３
〇ピンポンキッズ練
習１０：３０〜１１：３０

〇ハンドベル教室
１０：３０〜１１：３０
★❤夏のおわりの
夕涼み会
１７：００〜２０：００

５

４

６

７

○大人の講座
硬筆カフェ①
１０：００〜１１：３０

○おもちゃ広場ＳＰ
１０：００〜１４：００
★赤ちゃん広場
（ベビーマッサージ）
１０：３０〜１２：００

１１

１２

１３

１８

１９

１４

★やさしい
ヨガストレッチ
１０：３０〜１２：００

２０

２２

○おもちゃ広場
１０：００〜１４：００
（森伴子さんの子育
て相談室）

２６
❤巨大折り紙
１５：３０〜１６：３０

２７

みやざき子育てサポート

２４

〇加納小学校作品
展示〜１０/４迄

○館長さんと
「描こうね時間」
１３：３０〜１５：３０

２９

〇ピンポンキッズ練
習１０：３０〜１１：３０

３０

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

○おもちゃ広場
１０：００〜１４：００
★お誕生会
（８月・９月生まれ）
１０：３０〜１１：３０

ファッションデザイナー鳥丸軍雪展

サポート会員募集！

西都市・新富町 １０月４日(水)･１１日(木)９:００〜１６:４０
会場:新富町総合交流センター｢きらり｣

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

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）

「夢創り人」市民出前講座 申込受付終了のお知らせ

１０月１３日(金)･１９日(木)９:００〜１６:４０
会場：川南町農村改善センター 研修室

お問合せ･申込先：みやざき子育てサポートセンター

○大人の講座
硬筆カフェ②
１０：００〜１１：３０
〇ピンポンキッズ練
習１０：３０〜１１：３０

○音楽教室
９：３０〜

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
みやざき子育てサポートセンターでは、サポート会員（有償ボランティア）を募集
中！下記日程で会員養成講座を行います。あなたの力を活かしてみませんか？
※対象…自宅等でお子さんを預かることができる方で、２日間の講座及び
保育実習（別日）を受講できる方。

川南町

〇ハンドベル教室
１０：３０〜１１：３０

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

２８

☆ おやこひろば
「トット」
１０：００〜１３：４５

１７

２３

❤人権カルタ
１５：３０〜１６：３０

２５

☆人と、物が出会う
マーケット
１１：００〜１６：００

１６

１５

２１

〇おてだま道
１６：００〜１７：００

〇ピンポンキッズ練
習１０：３０〜１１：３０

★敬老の日ｶｰﾄﾞ作り 〇音楽教室
１０：００〜１２：００
９：３０〜
〇おたのしみ工作
〇おもちゃ病院
１５：３０〜１７：００
１３：００〜１６：００
〇大久保小学校
○館長さんと
作品展示〜２０日迄 「描こうね時間」
１３：３０〜１５：３０

○おもちゃ広場
１０：００〜１４：００ 〇おたのしみ工作
★保育園訪問
１５：３０〜１７：００
（ぎんなん保育園）
１０：００〜１１：００
☆街の小さな音楽会
１１：００〜１１：３０
おやこひろば「トット」
１１：３０〜１３：４５

❤防災の日
ペーパークラフト
１５：３０〜１６：３０

１０

９

８

☎0985-28-0707

毎年人気の「夢創り人」市民出前講座は今年度も大変ご好評
を頂き、今年度の予定件数（無料講座分）を越えましたので、
８月３１日(木)を持って受付を終了させて頂く事となりました。
なお、講師料をご負担頂ける場合は受付しますので、みやざ
き子ども文化センターまでお問い合わせ下さい。

〒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】

