
平成２９年度地域の絆で支え合う「子育て応援」事業 

３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☆ 
 

★３/１４（水）11:00～１１：３０ 

街の小さな音楽会「春のおめざめコンサート」 
出演：古賀鈴子さん（ハープ）  

  坂本ともみさん（うた） 

コンサートの後は、お茶を飲んだり、おしゃべりしたり、 

13:45 までゆっくりできます。 

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） 
 

 

★３/２0（火）10：２0～1１：００  

『子育てアロマ』  

ゲスト 松嶋輝美さん 

（アロマセラピスト） 
  材料費：５００円 

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

持ってきてここで食べられます。 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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  ２０１８年３月号 

イベントカレンダーは裏面です 

 

世界でひとつだけの器作ったよ！ 
 宮崎で活動されているアーティスト、

伊藤五惠さんを講師に迎え、2 月 24

日（土）、子ども達がみやざきアートセ

ンターで、世界で一つだけの器を作り

ました。 

作品の陶器の展示＆ 

子ども達によるギャラリートーク 
子ども達の作品の展示のほかに、講師の伊藤さんが大切にさ

れている、ギャラリートーク（自分の作品を自分の言葉で説明

する）を子ども達が体験します。ぜひ、お客さんになって、子ど

も達のトークを聴きに来てくださいね！ 

★３/２４（土）１３：００～１６：００ 

★３/２５（日）９：３０～１６：００ 

会場：ギャラリーアートスペース色空 

（広島 1 丁目６－１１－１ TEL：０５０－３６１５－４４６８） 

 

里親制度普及啓発講演会 

「出会いから生まれる絆」 
～こどもとおとなの笑顔のために～ 

講師：上鹿
か み か

渡
ど

和宏
かずひろ

 
（長野大学社会福祉学部教授） 

☆３/１７日（土）13：30～16：00 

会場：JA・AZM ホール別館 302 研修室 

（宮崎市霧島 1 丁目 1 番地１） 

里親について知ってみませんか？ 

講演の前に、里親制度についての説明があります。また、宮

崎県の里親さんに、ご自身の体験をお話ししていただきま

す。みなさんのお越しをお待ちしています！ 

主催：宮崎県こども家庭課 

お問い合わせ先：里親普及促進センターみやざき 

電話：０９８５－２０－１２２０ 

 

平成２９年度チャレンジ文化活動事業 
 

 

2 月 17 日（土）、18 日（日）県電ホールにて、「ワクワク」「ド

キドキ」「ウキウキ」の気持ちを味わうことをテーマに、子ども

アートフェスティバルを行いました。 

●「創る」：宮崎で活動するアーティスト、上口

将生さん、大野哲史さん、吉田由佳さんと一緒

に、子ども達が作品を創りました。また、作品作

りの前には俳優で脚本家の本田誠人さんと身

体と心をのびのび動かしてみたよ！作品は、4

月初旬みやざきアートセンターで展示されま

す。観に来てねー☆ 

●「表現する」：三味線、ヴァイオリン、クラリネッ

ト、ミュージカル、ダンス、歌などなど、子ども達に

よる舞台上でのパフォーマンスがありました。 

●「観る」：子どもたちが作った、写真

や、絵、陶器などが展示され、アートの

森を散歩するような気持ちで、力作を

たくさんの方に観ていただきました。 

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 

「子どもアートフェスティバル」が開催されました！ 

これから必要と 

される里親養育とは 

子どもゆめ基金助成活動 キッズアートアカデミー「演じる」 

子どもゆめ基金助成活動 キッズアートアカデミー「陶芸」 

子ども劇団空風スマイルシアター公演 

『夏が来て』 観に来てね！ 
原作：原口奈々 演出：永山智行 

小学生から中学生までが集まり立ち上がっ

た劇団、空風スマイルシアター。今回は、カッ

パがテーマ。子ども達と、宮崎で活躍する演劇

人がともに作り上げる舞台。ぜひ観に来てね！ 

出演：子ども劇団空風スマイルシアター、かみもと千春（劇団こ

ふく劇場）、伊藤海（劇団 FLAG）、手塚麻衣（イキナコッセン）、 

原口奈々（劇団ゼロ Q）  

★3/11（日）県電ホール 
1 回目 開場１０：３０ 開演１１：００ 

2 回目 開場１３：３０ 開演１４：００ 

入場無料じゃぞー！ 



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

里親制度
普及啓発講演会
１３：３０～１６：００
ＪＡ・ＡＺＭホール
別館３０２研修室

○音楽教室
９：３０～

〇音楽教室
９：３０～

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

〇ハンドベル教室
１０：３０～１１：３０

○おもちゃ広場
１０：００～１４：００

❤多読賞表彰式
１５：３０～１６：３０

○おもちゃ広場
１０：００～１４：００

❤絵はがきを描こう
１５：３０～１６：３０

★おしゃべり広場
（絵本・手遊び）
１３：３０～１５：００

★春のオカリナ
コンサート

１０：３０～１１：００

○おもちゃ広場
１０：００～１４：００

２９ ３０ ３１

〇ハンドベル教室
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
（ふれあい遊び）
１０：３０～１２：００

〇おてだま道
１６：００～１７：００

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

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

〇おたのしみ工作
１５：３０～１７：００

〇おたのしみ工作
１５：３０～１７：００

☆ おやこひろば
「トット」

１０：００～１３：４５

○おもちゃ広場ＳＰ
１０：００～１４：００

★お誕生会
（白玉団子を作ろう）
１０：３０～１２：００

〇おたのしみ工作
１５：３０～１７：００

★親子でストレッチ
１０：３０～１１：３０

〇音楽教室
９：３０～

木城えほんの郷 
めだかの学校のお米づくりのはじまり  

お花見狂言会 
 
茂山狂言会 
 演目：「附子」「長光」「因幡堂」 
 
日にち：3 月 21 日(祝・水) 
開場：17：30 
開演：星が輝きはじめたら １８：30  
料金：大人 3,000 円(当日 3,500 円) 
   小中高生 1,200 円(〃1,500 円) 
   4 才以上  800 円(〃1,000 円) 
  木城町民(大人)､会員は 500 円引  
＜お問合せ＞ 
 木城えほんの郷 ☎０９８３‐３９‐１１４１ 
  児湯郡木城町石河内４７５ 

 

 
第７回 人と、物が出会うマーケット 

 
大事にしてきた物を、大切に使いたい人へ。
そんな、人と物が出会うマーケット。 
すてきな物がたくさんです！  
  日時：３月２５日（日）11:00～16:00 

  会場：EHILA イベントスペース 

   （宮崎市江平西１‐5‐１１ 江平ビル１０４号） 
 
 ＊売上げの半分は子どもたちを応援する 
  事業に寄付します。 
  趣旨にご賛同いただける出店者も 
  募集しています。 
 
＜主催・お問合せ＞ 

 ＮＰＯ法人みやざき子ども文化センター 

 

 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 

 
 
 

 
 

 
 

  
     

 
 

  
 

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 

 

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 

３月のイベントカレンダー 

PIXAR ADVENTURE 
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） 
          １,２００円 
      子ども（小学生以下～4 歳） 
            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 
 
＜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♪ 

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

