〜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１０月号
芸術の秋だ！ 〜子どもの心が膨らむ時間を大切に〜
秋はたくさんの文化行事が行われます。
みなさんは、子どもの権利条約第３１条
２項「児童が文化的及び芸術的な生活に
十分に参加する権利」をご存知ですか？
子どもが人間として尊重され育つために
文化芸術にふれる権利です。みやざき子
ども文化センターの活動理念の一つでも
あります。３１条は「遊びの権利」とも言
われます。

「遊ぶ」＝「生きる」
子どもたちは、本能的に遊びます。心底ワクワクしたり、
ドキドキしたりする時間の積み重ねの中でたくさんのこと
を学び取ります。でも、効率性が優先される社会や日常生活
の中では、この「あそび」の時間は、奪われやすい時間でも
あります。また、大人の都合で「遊び方」を管理されてしま
うことも多くあります。子どもが主体的にダイナミックに遊
ぶ機会はどんどん減っているように思います。十分に遊ぶこ
とは、子どもの心が風船のようにふくらむ、つまり子どもが
生きているということそのものです。
「アート」＝「生きる」
ところで、文化芸術がどうして子どもたちに大切なので
しょうか。教養のため？感受性を育てるため？
芸術や文化には、技術や知識を教える者、教えられる者と
いう２者だけでなく、
「表現者」とそれを「受け止める者」と
いう２者があります。表現する側と受け止める側には、おと
なも子どもも関係ありません。何かを感じて、心動く瞬間の、
「おもしろいね。」「そうだね。」そんなやり取りはアートの
根っこです。時、場所を超えて人はアートでつながり合うこ
とができます。そして、創作の過程では、誰もが尊重され、
その表現し取り組む時間は大切にされます。
アートに触れるということは、感じ、表現し、尊重される、
つまり、生きていることそのものを実感する時間、生きる意
味を感じる時間なのかもしれません。そんな時間をとおし
て、子どもたちの心は膨らむことができます。だから、文化
的芸術的な生活は、子どもが生きるために大切な権利として
認められているのでしょう。
芸術の秋、文化の秋、秋の恵みと空気を味わって、
子どもたちと遊んでみませんか？子どもたちの心
のほとばしりを感じて秋を楽しんでみませんか？
いつもより面白い、生きてるっていいなーと心から
感じられる秋になるかもしれませんよ♪

子育て中の女性医師を応援しています！
（宮崎県医師会女性医師保育支援サービスモデル事業）
宮崎県には、約４６０人の女性医師の方がいらっしゃ
います（２０１４年厚生労働省医師・歯科医師・薬剤師
調査より）。出産後、子育てと仕事の両立に悩む女性医
師の方を支えるため、NPO 法人みやざき子ども文化セン
ターは、H２７年より、子育て中の女性医師等が、急な
残業や出張、子どもの病気の時（病気回復期）などに、
安心して子どもを預けることができる、一時的な預かり
保育のサポートを支援しています。
現在、利用会員３９名、サポート
会員２９名の方々がいらっしゃい
ます。先日は、会員の全体顔合わせ
会が行われ、約８０名の方々が集ま
り、にぎやかに交流を行いました。

「笑みこし」 作品展示会 in フローランテ宮崎
地域の自慢を子どもたちが「おみこし」にしました。
フローランテ宮崎で９月１６日〜２４日はそのお披露目。

大賞

子ども達と一緒に作ったアーティストも来場し、小さ
なおみこしを作るワークショップも開催されました。

第４回

人と、物が出会うマーケット

１０月２２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

１０月のおやこひろば「トット」
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、おやこひろば
「トット」。お子さんとゆっくり楽しめます。お待ちしてまーす☆
会場： EHILA イベントスペース

☆１０月１３日（金）11:00〜13:45 街の小さな音楽会+おしゃべりタイム
☆１０月２５日（水）10：00〜13：45 キッズ・イングリッシュ・ハロウィーンごっこ

街の小さな音楽会
１０/13（金）１１：００〜

「ハープコンサート」
演奏者：古賀鈴子さん
ポロロロ〜ン♪この秋、ハープの音
色を親子で楽しみませんか？
・場所：EHILA イベントスペース
・参加費：親子一組５００円
☆お申込みは、みやざき子ども文化
センターまで。

楽しいこと、いっぱい！

１０月のイベントカレンダー

☆…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
〇ピンポンキッズ
練習
１０：３０〜１１：３０

２

３
○大人の講座
硬筆カフェ⑬
１０：００〜１１：３０

９

１０

○おもちゃ広場ＳＰ
１０：００〜１４：００

★ミニ運動会
１０：３０〜１１：３０

○おはなしランドに
〇県パネル展
ようこそ
（男女共同参画）
事前ワークショップ
〜１９日まで
１５：３０〜１６：３０
※ 申込締切りました

１１

１２

１７

１８

２４
★幼稚園訪問（田野
カトリック聖母幼稚
園）
１０：００〜１０：４５
❤ハロウィンの小物を
つくろう
１５：３０〜１６：００

３０

２５

２０

○おもちゃ広場
（素敵なお話会）
１０：００〜１４：００

☆ おやこひろば
「トット」
１０：００〜１３：４５

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

７

８

〇ハンドベル教室
１０：３０〜１１：３０

１４

○おもちゃ広場
（子育て相談・絵本
紹介）
１０：００〜１４：００

○人形劇「おはなし
ランドにようこそ」
１２：４５〜１４：００
※ 申込締切りました
○ワークショップ「ウ
レタンロボットを作ろ
う」
１４：２０〜１６：００
※ 申込締切りました

１５
○大人の講座
硬筆カフェ⑭
１０：００〜１１：３０
〇ピンポンキッズ
練習
１０：３０〜１１：３０

２２

２１
〇ハンドベル教室
１０：３０〜１１：３０

★避難訓練（火災）
１０：３０〜１１：３０

２７

２６

〇清武中学校作品
展示 〜１１/７まで

〇ピンポンキッズ
練習
１０：３０〜１１：３０
☆人と、物が出会う
マーケット
１１：００〜１６：００

２８

２９

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

○音楽教室
９：３０〜
★ハロウィンパーティ ○館長さんと
「描こうね時間」
１０：３０〜１２：００
１３：３０〜１５：３０

〇ピンポンキッズ
練習
１０：３０〜１１：３０

〜 ファッションデザイナー鳥丸軍雪展 〜

３１

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
中高生 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）

１０月スタート メンバー募集！！

和太鼓 × ＡＲＴ
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ふれてみよう！
まずは、和太鼓の基礎から学びます♪

講師

１３

１９

〇おてだま道
１６：００〜１７：００

２３

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

☆街の小さな音楽会 〇音楽教室
○おもちゃ広場
１１：００〜１１：３０
９：３０〜
１０：００〜１４：００
おやこひろば「トット」 ○館長さんと
★赤ちゃん広場
１１：３０〜１３：４５
「描こうね時間」
（ハンカチで遊ぼう）
１３：３０〜１５：３０
１０：３０〜１２：００ 〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

❤絵本をつくろう
１５：３０〜１６：３０

１６

６

５

４
〇加納小学校作品
展示 最終日

八木隆之介 （橘太鼓「響座」）

対
象 ： 小学１年生以上（２０名）
練 習 日 ： 月２回（月曜日）１８：３０〜２０：００
練習場所 ： 橘太鼓「響座」 和太鼓練習場
（宮崎市大塚町大迫南平４４２０）
参 加 費 ： 毎月 ２，０００円
お申込・問合せは、みやざき子ども文化センターまで

平成 29 年度「未来みやざき子育て県民運動」推進事業

未来みやざき
子育て応援フェスティバル２０１７
子育て支援団体、企業、行政などが出展「未来みやざ子育て
応援フェスティバル」を今年も開催します。
子育てに関する情報コーナーや相談コーナー、子どもと遊べ
るひろばなど親子で楽しめる内容となっています。
ぜひ、ご家族で遊びに来てください！
日時：１１月１８日(土)・１９日(日)
１０：００〜１６：００
会場：宮交シティ（宮崎市大淀４丁目６番２８号）

宮崎県平成 29 年度地域の絆で支え
合う「子育て応援」事業

藤田孝典氏 講演会
子どもたちの未来のために、
私達が今できること
〜「子どもの貧困」とは
何かを知ってみよう〜

日時：１１月２６日（日）
１３：３０〜１５：００（開場１３時）
場所：宮崎県立看護大学
高木講堂
定員：４００名(申込締切 11/１7)

<問合せ、申込先>
＜問合せ＞
主催：特定非営利活動法人
未来みやざき子育て応援フェスティバル実行委員会
みやざきママパパｈａｐｐｙ
（みやざき子ども文化センター内 ☎６１-７５９０）
☎ ０８０-９２４５-０９１５

〒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】

