〜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１１月号
一人の子どもが育つには、一つの村が必要
初めての子どもを出産して、病院や助産院から、赤ちゃん
を抱いて家に戻った時、これから始まる家族の時間に嬉しさ
を感じながらも、一人の人間を育てなければならないとい
う、ものすごく大きな責任を実感したお母さん、お父さんは
多いのではないでしょうか？嬉しいけど不安な気持ち。で
も、もしかしたら、お腹の中から出てきたばかりの「生まれ
てきたよー！！わーん！！」と泣く赤ちゃんも同じ気持ちな
のかもしれませんね。
アフリカには「子どもが一人育つには、一つの村が必要だ」
ということわざがあるようです。子どもが育つためには、親
の他に、たくさんの大人が、関わっていく必要があるし、そ
れが自然なことなのだと思います。
子育ては、ただ親が子どもを育てる一方的なものではあり
ません。子どもから色んなことに気付かされて、色んな人に
助けられて、その有難味を感じながら、親が親として育つ時
間でもあります。つまり、親にとっても、わが子や自分をと
りまく村（地域）が必要なんです。それは、地域にとっても
同じこと。子どもを見守りながら育ち、変わっていく。地域
も、子どもと親が必要なのです。
子ども、親、行政、保育園、学校・・・それぞれが、つな
がり合って成長していく、なんだか大きな生き物みたいです
ね。一つの命がもたらすインパクトって、本当にすごいなー。

平成２９年度地域の絆で支え合う「子育て応援」事業

１１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☆

☆１１月６日（月）11:00〜13:45
街の小さな音楽会「ヴァイオリンコンサート」
+手作りおやつでティータイム☆
演奏：Ｌａ ｊｏｉｅ（ラ・ジョア）
【バイオリン】日高慶子さん
【ピアノ】
日高亜美(つぐみ)さん
今月は、九州電力さんと共催で行います。コンサートの
後は、おたのしみのおやつを IH クッキング！
今回に限り、参加費無料です！
会場：九電１Ｆフロアー「ＳｕｎＱテラス」
（橘通り西４丁目）
☆１１月２２日（水）1１：00〜13：45
知っておくと、安心！『子育てマネープラン』
ゲスト：ファイナンシャルプランナー 井川壮士郎さん
会場：EHILA イベントスペース
お申込み先：みやざき子ども文化センター 0985-61-7590

（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
いよいよ、今月１８日（土）・１９日（日）に子育て支援団体、
企業、行政が一堂に会する「未来みやざき子育て応援フェス
ティバル２０１７」が開催されます。毎年約４，０００人の方々が
来場するイベントです。
今年は、子ども達に大人気の絵本作家サトシンさ
んの絵本ライブがあります！また子どもと遊べる
コーナーや子育て支援に関する団体紹介コーナー
もあります。ぜひご家族で遊びに来てください♪

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）
紫陽花ホール、ガリバー広場、アポロの泉
☆入場無料

〈絵本作家サトシンさんライブ〉
11 月 1８日（土）１１：００〜１２：００ アポロの泉
アポロの泉
１８日 園児によるオープニング、絵本ライブ、
「いーな」浜崎奈津子さん・本田泉さんによるコンサート
１９日 園児によるオープニング、子育て表彰式、延岡男星保
育士団「ぱぱパーク」と遊ぼう、ぷっぷると遊ぼうコンサー
ト、みやざき犬によるダンス
紫陽花ホール １８日・１９日
行政・企業・子育て支援団体紹介コーナー、理学療法士・
歯科医師による体の発達相談コーナー、 おもちゃ広場、
ベビーマッサージやリンパケア、茶道体験など。
※１８日のみ 親子ふれあい遊び、作って遊ぼう
ガリバー広場 １８日・１９日
みんなで遊ぼう！（けん玉、あやとり、お手玉、おりがみあそ
び、おもちゃ作りなど）、「ミルキー」ちゃん搾乳体験、牛乳試
飲、 1 日に必要な野菜を測ってみよう

まちなか秋のコンサート
街の合唱団 with 子どもたち
赤ちゃんからお年寄りまで一緒に街で歌おう♪、を
コンセプトに活動している「街の合唱団」。２５日は、
ゴスペルや演劇、ダンスで活躍中の子どもたちも大集
合してのステージがあります。
☆１１月２５日（日）１３：３０〜
会場：みやざきアートセンター１F 太陽の広場

第５回

人と、物が出会うマーケット

今年最後のマーケットです。ぜひいらしてください
ね。すてきな物がた〜くさん♪
☆１１月２６日（日）11:00〜16:00
EHILA イベントスペース
☆上記各イベントのお問い合わせは、
みやざき子ども文化センターまで。0985-61-7590

１１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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〇おたのしみ工作
〇幼児工作教室
１５：３０〜１７：００
（獅子頭つくり）
北今泉保育園年長組
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❤指人形をつくろう
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★親子でストレッチ
１０：３０〜１１：３０
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★親子の
健康相談日
１０：００〜１２：００

１１

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

○おもちゃ広場
１０：００〜１４：００

１６

１５
〇おてだま道
１６：００〜１７：００

２２

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

２３

☆ おやこひろば
「トット」
１０：００〜１３：４５

２９

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００
〇加納中学校作品
展示 〜２９日まで

２４

○きよたけ児童文化
センターは電気工事
のため臨時休館

１２

〇音楽教室
９：３０〜
〇ハンドベル教室
１０：３０〜１１：３０
○館長さんと
「描こうね時間」
１３：３０〜１５：３０

１８

１７

〇ハンドベル隊
キッズリンガーズ
清武総合文化祭出演
●Sound Alive
Miyazaki Final
１５：３０〜（開場15時）

１９

●未来みやざき
子育て応援フェスティバル2017
１０：００〜１６：００ 宮交シティ

２５

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

〇ピンポンキッズ練習
１０：３０〜１１：３０
〇国際大生と工作
（スノードーム作り）
１３：３０〜１５：３０
※ 募集終了しました

○おもちゃ広場ＳＰ
１０：００〜１４：００

☆街の小さな音楽会 ○大人の講座
１１：００〜１１：３０
硬筆カフェ⑮
おやこひろば「トット」
１０：００〜１１：３０
１１：３０〜１３：４５
会場：九州電力宮崎
営業所 SunQテラス
❤折り紙教室
１５：３０〜１６：３０

日

２６

○音楽教室
９：３０〜
○館長さんと
「描こうね時間」
１３：３０〜１５：３０
●街の合唱団With
子どもたち (ｺﾝｻｰﾄ)
１３：３０〜
みやざきｱｰﾄｾﾝﾀｰ
太陽のひろば

○クリスマスフェスタ
１３：００〜１６：００
☆人と、物が出会う
マーケット
１１：００〜１６：００

３０
★お誕生会
（１０月･１１月生まれ）
「ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾄｶﾚﾝﾀﾞｰ作り」
１０：３０〜１１：３０
○おもちゃ広場
１０：００〜１４：００
〇幼児工作教室
（獅子頭つくり）
南今泉保育園年長組
９：３０〜１１：００

❤ダイコンくんを
つくろう
１５：３０〜１６：３０

平成２９年度宮崎市民音楽文化推進事業

Sound Alive Miyazaki

Final

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

ヤングフェスティバル・イン・ミヤザキ、Sound
Rush Miyazaki、Sound Alive Miyazaki と約 40 年
開催してきたイベントのファイナルコンサート。
日時：2017 年 11 月 12 日(日)
開場 15:00 開演 15:30
会場：宮崎市民プラザ オルブライトホール
（宮崎市橘通西 1 丁目 1 番 2 号）
入場料：一 般 1,200 円（前売 1,000 円）
小中高生 700 円（前売 500 円）
未就学児無料
＜問合せ先＞ NPO 法人みやざき子ども文化センター

Ａａｒｄｍａｎ ＰＲＥＳＥＮＴＳ

ひつじのショーン展
アードマン・アニメーションズ設立 40 周年記念

期

間：2017 年 12 月 9 日(土)〜2018 年 1 月 28 日(日)
10:00〜18:00（入場 17:30 まで）※12/31、1/1 休館
観覧料： 一 般 1,100 円（前売 900 円）
中高生 700 円（前売 500 円）
小学生 500 円（前売 300 円）
未就学児 無料 ※小学生以下保護者同伴
★クリスマススペシャル 小学生 12/25 のみ観覧無料
（小学校の名札をご提示下さい。
但し保護者同伴、保護者は展覧会チケットが必要です。）
★成人の日スペシャル 新成人は 1/8 のみ観覧料 20 円※身分証明必要
＜会場・お問合せ＞みやざきアートセンター
宮崎市橘通西３−３−２７ TEL:０９８５-２２-３１１５

〒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】

