〜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 ２０１８年１月号
あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
日頃より、みやざき子ども文化センターへのご支援ご協力を頂きましてありがとうございます。
本年も「子どもたちに笑顔を、子どもたちから笑顔を」を合言葉に、たくさんの文化芸術体験の場をつ
くっていきたいと思います。さっそく、１月には、街の小さな音楽会、おやこ広場トット、２月には、
「子
どもアートフェスティバル」など、たくさんのイベントが目白押しです。どうぞお楽しみに！！
平成２９年度地域の絆で支え合う「子育て応援」事業

１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☆

☆１/１２（金）11:00〜１１：３０
出演：松浦宏臣さん（Piano）
平山美津代さん（Clarinet）
コンサートの後は、お抹茶をみんなで楽しみましょう！
参加費：親子一組５００円
13:45 までゆっくりできます。
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）

『ペップトーク』

☆１/２０（土）１３：００〜
九州各県から約２０００名の方が集まる「第６０回九州地
区スポーツ推進委員研究大会」のオープニングアトラクショ
ンに出演します。こんなにたくさんの人の前で踊るのは初め
て。がんばりまーす！会場：KIRISHIMA ツワブキ武道館

☆１/３１（水）１９：００〜

街の小さな音楽会「新春コンサート」

☆１/３１（水）10：00〜13：45

KIDS★STAR 踊ります！

笑顔や勇気が
湧き出る
魔法の言葉

ゲスト：遠坂有太郎さん
（一般財団法人日本ペップトーク普及協会）
参加費：無料
会場：EHILA イベントスペース

『高橋るみ子研究室３０周年記念特別公演
こどもと教師とアーティストで拓く表現の世界』
会場：宮崎市民プラザオルブライトホール

国際ダンス公演・香港のダンサーと一緒に踊ろう！
☆１/２６（金）１８：００〜２１：００
香港のダンサーを講師に、ワークショップを行い、作品を創り
あげます。
☆１/２７（土）１４：００〜
ワークショップでできた作品を上演！
場所：メディキット県民文化センター演劇ホール
参加費 2,000 円

第６回

人と、物が出会うマーケット

すてきな物がたくさんです！

☆１/２８（日）11:00〜16:00 EHILA イベントスペース
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）

劇を上演してみませんか？ 『きみのなまえ』
性マイノリティーをテーマに扱う演劇台本が宮崎に誕生！
昨年８月に行われた性的マイノリティーをテーマに行った演劇
ワークショップ。これをもとに、学校やさまざまな場所で上演できる
演劇台本が誕生！劇作家永山智行氏が脚本を手がけました。
１８人の登場人物で、３０〜４０分の時間で行える劇です。いろ
んな人がいて、それゆえにみんなが豊かに生きられる、そんな
メーッセージが伝わるストーリーです。

☆１/１８（木）１９：３０〜
会場 EHILA イベントスペース

劇団員による朗読劇を開催します
この台本のお披露目のため、宮崎で活躍中の
「劇団ゼロ Q」の皆さんが、朗読劇を行います。
みなさん、ぜひいらしてください♪

各イベントお問い合わせ・お申込先
みやざき子ども文化センター 0985-61-7590

お問い合わせは、みやざき子ども文化センターまで。

「里親制度」説明会＆相談会
☆２/９（金）１０：００〜１２：００ 綾町公民館（２階大会議室）
☆２/２３（金）１０：００〜１２：００ 三股町役場（４階会議室）
平成２９年度チャレンジ文化活動事業

キッズアートアカデミー 「子どもたちの可能性を信じて」

子どもアートフェスティバル
会場

宮崎県企業局県電ホール

☆２/１７（土）１０：００〜１６：００
子ども達が普段出会えないアーティストに出会い、身体と心を
いっぱい使って創作します。

☆２/１８（日）１０：００〜１５：００
ダンス、歌、などなど・・子ども達が普段とりくんでいることを、ス
テージで発表します。

１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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☆街の小さな音楽会 ○音楽教室
〇幼児工作教室
１１：００〜１１：３０
９：３０〜
鬼さんつくり（ふなひ おやこひろば「トット」
１１：３０〜１３：４５
きこども園年長組）
９：３０〜１１：００
〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００
○おもちゃ広場
１０：００〜１４：００ 〇３園合同 作品展示
〜２４日まで
（南加納保育園・南今
★お正月遊びを
泉保育園・ふなひきこ
しよう
１０：３０〜１２：００ ども園）
❤干支の絵を描こう
１５：３０〜１６：３０
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★やさしい
ヨガストレッチ
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〇おてだま道
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❤木の実で
工作をしよう
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〇幼児工作教室
鬼さんつくり（しんま
ちこども園年長組）
９：３０〜１１：００
○おもちゃ広場
（アートスタート）
１０：００〜１４：００
★赤ちゃん広場
（ベビーマッサージ）
１０：３０〜１２：００

２５

★アロマ･バスボム
作り
１０：３０〜１１：３０

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００
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○おもちゃ広場
１０：００〜１４：００
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２０

○大人の講座
竹の植木鉢と
菜箸作り
１３：３０〜１５：３０

２１

〇ハンドベル教室
１０：３０〜１１：３０

２７

○大人の講座
硬筆カフェ⑭
１０：００〜１１：３０
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★お誕生会
〇音楽教室
（１２月・１月生まれ）
９：３０〜
のぼるおもちゃ作り
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
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❤鬼のお面つくり
１５：３０〜１６：３０

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

３１
☆ おやこひろば
「トット」
１０：００〜１３：４５

子どもとメディアみやざき
第 1 回フォーラムのご案内
日 時：平成 30 年 2 月 17 日（土）
13:30〜16:30 (受付 12:50〜)
場 所：宮崎県立看護大学 高木講堂
参加費：無料 ※要事前申込

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：1

月 28 日(日)まで開催中

10:00〜18:00（入場 17:30 まで）

＊基調講演 13:30〜15:50
「メディア漬けで壊れるこどもたち」
〜スマホ社会の落とし穴〜
講師：清川輝基氏
＊乳幼児のメディア接触実態調査報告
＆シンポジウム 15:00〜

観覧料： 一 般 1,100 円
中高生 700 円 小学生 500 円
未就学児 無料 ※小学生以下保護者同伴

★成人の日スペシャル

〈実施主体〉
子どもとメディアみやざき
公立学校法人宮崎県立看護大学
看護研究・研修センター

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

申込先：子どもとメディアみやざき
E-mail：kmmiyazaki29@yahoo.co.jp

第 2 回 子育て支援を語る会
日 時：平成 30 年 2 月 22 日（木）
＊10:00〜12:00
子育て支援を語る会
(『まちづくり×子育て』視点での
パネルディスカッション)
＊13:00〜15:00
ワークショップ及び交流会
対 象：子育て支援に関わる方
場 所：県電ホール（駐車場無）
（宮崎県企業局庁舎１階）
参加費：無料※要申込・2/15 締切
主 催：子育てネットワークみやざき
＜申込先・事務局＞
特定非営利法人
みやざき子ども文化センター
ＴＥＬ:0985‐61‐7590

〒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】

