〜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２月号
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）

・・・ 朗読劇 『きみのなまえ』 ・・・
性的マイノリティーをテーマに扱った演劇台本の
朗読会が 1 月 18 日（木）EHILA イベントスペース
で行われました。劇作家永山智行氏による最新作
です。劇団ゼロ Q のみなさんをはじめ、有志が集ま
り、個性豊かな登場人物を朗読で演じました。
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
なメッセージが伝わるストーリーです。１８人の登場人物で、３０〜４
０分の時間で行える劇です。学校をはじめ、さまざまな場所で演じら
れる台本です。
台本を希望される方は、NPO 法人みやざき子ども文化センター
０９８５−61-7590 までお問い合わせください。

文化センターのスタッ
フも朗読に参戦！
ドキドキした・・。

KID S★STAR ついに香港へ！
KID S☆STAR の子ども達が、1/20（土）九州各県から約
２,３００名の方が集まった「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した。緊
張しましたが、堂々と踊り切りました！自信もついて、またグン
と成長。そしてついに、今年 7 月には香港公演も決定！！香
港の子どもたちと一緒に作品を創ります。今からドキドキ楽し
みです。みなさん、応援してくださいね。

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

アート体験☆２/１７（土）１０：００〜１６：００

平成２９年度地域の絆で支え合う「子育て応援」事業

２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☆

☆２/１４（金）11:00〜１１：３０

街の小さな音楽会「バレンタインコンサート」
出演：МИРミール
稲田竜斗さん（Violin）稲田由香里さん（Piano）
コンサートの後は、お茶を飲んだりおしゃべりしたり♪
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）

☆２/２８（水）10：２0〜1１：００

『音楽パーク♪一緒に遊ぼう！』
ゲスト：田代友香さん
参加費：無料
会場：EHILA イベントスペース
会場は 10：00〜13：45 まで開いています。お弁当も
持ってきてゆっくりできます。

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

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。
アーティスト：上口将生さん、大野哲史さん、吉田由佳さん
どんな作品ができるかな？楽しみ〜♪

パフォーマンス☆２/１８（日）１０：００〜１５：３０
三味線、ハープ、などなど・・子ども達のアートパフォーマンス
をステージで発表します。

ギャラリーでは・・・
両日宮崎の子どもたちが作った、写真や、絵、陶器などが
展示されます。みんなの力作をぜひ見に来てくださいね☆

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！

☆２/２５（日）11:00〜16:00 EHILA イベントスペース
お問い合わせは、みやざき子ども文化センターまで。

・・・里親情報・・・
「里親制度」説明会＆相談会
☆２/９（金）１０：００〜１２：００ 綾町公民館（少年文化ホール）
☆２/２３（金）１０：００〜１２：００ 三股町役場（４階会議室）
お問い合わせ・申込み先：
里親普及促進センターみやざき TEL：0985-20−1220

里親サロン
1 月 20 日県電ホールにて、宮崎県里親連合会主催の「ひな
たサロン」が開催されました。県内の里親さんや施設の職員の
方々が集まり交流をしました。宮崎県里親連合会では、こうし
た取り組みを通して、里親さん同士の情報交換や相談ができ
るように取り組んでいます。

２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

火

水

木

金

〇幼児工作教室
ひな人形つくり （南
加納保育園年長組）
９：３０〜１１：００

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

〇ハンドベル教室
１０：３０〜１１：３０

★鬼の面作り
・豆まき
１０：３０〜１１：３０

❤バレンタインチョコ
づくり
１０：００〜１１：００

２

１

○おもちゃ広場ＳＰ
１０：００〜１４：００

６

７

○おもちゃ広場
１０：００〜１４：００
★赤ちゃん広場
（絵本・ふれあい遊
び）
１０：３０〜１２：００

１３

１４
★おしゃべり子育て
講座②
１０：３０〜１２：００

１０

❤餅つき・ぜんざい
を食べよう
１５：３０〜１６：３０
〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

２０

○おもちゃ広場
〇おたのしみ工作
（堤さんの簡単工作） １５：３０〜１７：００
１０：００〜１４：００

２３

○おもちゃ広場
１０：００〜１４：００

〈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

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

２４

★おやこの
健康相談日
１０：００〜１２：００

２５
〇ピンポンキッズ
１０：３０〜１１：３０

○音楽教室
９：３０〜

キッズアートアカデミー「陶器づくり」
〜作品作成とプレゼンテーション〜

世界に一つだけの器を作ろう！

☆ おやこひろば
「トット」
１０：００〜１３：４５

＊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〜

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

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

１８
〇ピンポンキッズ
１０：３０〜１１：３０
★❤たの健康ふくし
まつり（田野文化会館）
１０：００〜１５：００

１７日 １０：００〜１６：００
１８日 １０：００〜１５：3０
会場：宮崎県企業局県電ホール

❤ひな人形をつくろう 〇おてだま道
１６：００〜１７：００
１５：３０〜１６：３０

２７

〇音楽教室
９：３０〜
〇館長さんと工作
「ゆらりびなをつくり
ましょう」
１３：３０〜１５：３０

☆子どもアートフェスティバル

２２

２１

１１
〇ピンポンキッズ
１０：３０〜１１：３０

１７

☆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

★おしゃべり子育て
★赤ちゃん広場
（絵本・ふれあい遊び 講座③
１０：３０〜１２：００
１３：３０〜１５：００

４
〇ピンポンキッズ
１０：３０〜１１：３０

❤豆まき
１５：３０〜１６：３０

１６

１５

日

３

９

８

★おしゃべり子育て
講座①
１０：３０〜１２：００

土

＜講師＞伊藤五惠さん（アーティスト）
参加者
日時：１回目 ２月２４日（土）１０：３０〜１３：００
募集中
２回目 ３月に 2 日間作品展示（会場調整中）
場所；みやざきアートセンター ３F 創作室
対象：小学 1 年〜6 年生／参加費：1,500 円（保険代・材料費）
お問合せ･申込先:NPO 法人みやざき子ども文化センター☎６１-７５９０

PIXAR ADVENTURE

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＞
特定非営利活動法人
みやざき子ども文化センター
ＴＥＬ:０９８５‐６１‐７５９０

ピクサーアドベンチャー

「もしも」から始まる、冒険の世界
「もしも」をテーマにディズニー/ピクサー映画の
世界を遊びつくす全国巡回 体験型 企画を開催！

期 間：２月１８日（日）〜４月１日（日）＊会期中無休
会 場：みやざきアートセンター
料 金：一般（中学生以上）
前売１,０００円（当日１,２００円）
子ども（小学生以下〜4 歳）
前売 ５００円（当日６００円）
※３歳以下無料／小学生以下保護者同伴
開場時間：１０：００〜１８：００ ※入場１７：３０分迄
＜お問合せ＞
UMK テレビ宮崎 営業促進部 ☎０９８５-３１-５１３１
みやざきアートセンター
☎０９８５-２２-３１１５

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♪

〒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】

