
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

特定非営利活動(NPO)法人  

  みやざき子ども文化センター 

～子どもたちに笑顔を、子どもたちから笑顔を！～ 

ニュースリリース  ２０１７年１２月号 

イベントカレンダーは裏面です 

平成２９年度地域の絆で支え合う「子育て応援」事業 

１２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、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☆ 
 

☆１２月６日（水）11:00～13:45 

 街の小さな音楽会「クリスマスコンサート」 

出演：岩切詩子さん（Vocal） 

   森直美さん（Piano） 

   岩切伸さん（Percussion） 

参加費：親子一組５００円 

会場：EHILA イベントスペース 

（江平西１丁目５番１１号江平ビル１０５号） 

☆１２月２０日（水）10：00～13：45  

クリスマス☆キッズイングリッシュ 

ゲスト パッソス裕子さん 

参加費：無料 

会場：EHILA イベントスペース 
参加お申込み先  みやざき子ども文化センター 0985-61-7590 

待つことを楽しむ冬 
気持ちが追いつかないまま、あっという間に１２月！

でも、木々の葉はきれいに色づき、あんなに賑やかだった

虫の声も聴こえなくなりました。赤い実が枝の先を彩っ

て、さざんかの花もいっせいに咲き始めています。 

年末、みなさんはどんなふうに過ごされますか？多く

の子どもたちにとっては、クリスマスやお正月、冬休みな

ど、楽しいことがいっぱい！ 

さて、そんな冬のイベントを待ちわびる子どもたちの

胸をくすぐるアイテムに、クリスマスアドベントカレン

ダーがあります。クリスマスまでの一日一日を楽しむし

かけ。カレンダーの窓や引き出しを開けると、素敵な絵

だったり、お菓子だったり。カレンダー以外にも、クリス

マスツリーのくるみの飾りに小さなお話を入れて、毎晩

寝る前に、一つずつお話しを取って 

読んでいくそんなしかけもありま

す。親子で一緒に何かを待ちわび

るって、楽しいものですね。お金をか

け る 必 要 は あ り ま せ ん 。 ほ ん の

ちょっとした工夫で、ワクワクする

しかけを、暮れの生活の中につくっ

てみませんか？心が温まって楽しい

冬が過ごせますよ。 

 

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１１月１８日（土）・１９日

（日）、宮交シティにて開催され、２日間で、約４，０００人の親

子連れが会場を訪れました。絵本作家サトシンさんの絵本ライ

ブなどさまざまなステージイベントのほか、子育てに関する情報

コーナー、木のおもちゃ、おりがみ、けん玉などで、心ゆくまで遊

ぶなど、会場は子どもたちを始め、お父さん、お母さんの笑顔

であふれていました。 

このイベントは、宮崎県内の「子育てを応援したい！」と思う

個人、企業、NPO 法人、行政が集まって、会議を重ね、準備し

開催することができました。ご協力くださった皆さん、ありがとう

ございました。 
 

（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 

たくさんのご来場ありがとうございました！ 
   

みやざき子ども未来ネットワーク発足！ 
１１月２６日、貧困状態にある子どもたちの自立を支えるた

め、子どもの支援に取り組む県内のＮＰＯ法人や団体などが

連携して、「みやざき子ども未来ネットワーク」を発足させまし

た。NPO 法人みやざき子ども文化センターも、ネットワークの

一員となりました。どんな家庭の子どもたちも、未来の自分に

希望を持って育ってほしい。そのために、みやざき子ども文化

センターも一緒になって考えていきたいと思います。 



    

月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４

２５ ２６ ２７ ２８

○大人の講座
硬筆カフェ⑮
１０：００～１１：３０

○音楽教室
９：３０～

★クリスマス会
１０：３０～１１：３０
１３：００～１５：３０

〇音楽教室
９：３０～

〇ハンドベル教室
１０：３０～１１：３０

○おもちゃ広場ＳＰ
１０：００～１４：００

○おもちゃ広場
１０：００～１４：００
（アートスタート）

❤クリスマスカード
つくり

１５：３０～１６：３０

○おもちゃ広場
１０：００～１４：００

２９ ３０ ３１

○県パネル展

「弁当の日」

２８日まで

★クリスマス
フラワーリース作り
１０：３０～１１：３０

☆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

★赤ちゃん広場
（クリスマス

マラカス作り）
１０：３０～１２：００

❤クリスマス会
１２：００～１７：００

〇おたのしみ工作
１５：３０～１７：００

〇清武みどり幼稚園
作品展示 １３日まで

〇ピンポンキッズ

１０：３０～１１：３０

〇おてだま道
１６：００～１７：００

〇おたのしみ工作
１５：３０～１７：００

○おもちゃ病院
１３：００～１６：００

〇ピンポンキッズ

１０：３０～１１：３０

〇ピンポンキッズ

１０：３０～１１：３０

〇おたのしみ工作
１５：３０～１７：００

〇ハンドベル教室
１０：３０～１１：３０

○大人の講座
クリスマスリース作り

１０：００～１１：３０
※定員に達しました

○大人の講座
硬筆カフェ⑯
１０：００～１１：３０

〇しめ縄作り

１３：３０～１５：３０

〇おたのしみ工作
１５：３０～１７：００

〇アレンジフラワー
つくり

１３：３０～１５：３０
※定員に達しました

❤クリスマスリース
つくり

１５：３０～１６：３０

❤お正月小物つくり
１５：３０～１６：３０

☆ おやこひろば
「トット」

１０：００～１３：４５

 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 

 
 
 

 
 

 
 

  
     

 
 

  
 

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 

 

E-mail : center@kodomo-bunka.org  HP: http://www.kodomo-bunka.org    【ホームページ QR コード】 

〒880-0051 宮崎市江平西１丁目５番 11 号 

 江平ビル１０５号 

TEL：０９８５－６１－７５９０    

 FAX：０９８５－６１－３６３５ 【受付時間】月～金 午前１０時～午後 6 時 

１２月のイベントカレンダー 

            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 

 

 年末年始休館日のお知らせ 

●NPO 法人みやざき子ども文化センター 

１２月２９日（金）～３０年１月４日（木） 

●宮崎市田野地域子育て支援センター 

●宮崎市田野児童センター 

●きよたけ児童文化センター 

１２月２９日（金）～３０年１月３日（水） 

皆様、どうぞ良いお年をお迎えください。 

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 

 

http://www.kodomo-bunka.org/

