～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４月号
子ども達の笑顔のために！
「命はどこにあると思う？」日野原重明さんは、
「命の授業」で子ども達に問いかけました。頭？心臓？子ども達が思
い思いに答える中で、「命というのは、君たちが使える時間の中にあるんだよ」
、そう伝えました。
「ありがとう」劇団こふく劇場の永山さんは、稽古の最後にお互いの顔を見て、この言葉を言います。
「いまここにい
る仲間たちだけでなく、みんなが出会ったこと、この場があること、それを用意した人がいること、そしてそのみんな
に支えてくれる家族がいること、そんなあらゆるものがまさに「有り難い」、当たり前ではないことを確かめるための
言葉だと思うのです。」そう永山さんは語ります。
4 月の始め、みやざき子ども文化センターの事務所の隣では、春休みを過ごす江平小児童クラブの子ども達のにぎや
かな声が響いています。遊んだり、喧嘩したり、パワーあふれる個性豊かな子ども達。昨日と同じように見えても、子
ども達は刻一刻と成長しています。何気なく過ごす時間でも、その時にしか見せない姿、言葉があります。子ども達の
声を聞きながら、それぞれが過ごしているこの時間は、かけがえのない時間なのだなあと感じています。
さて、近年は消費社会の波に飲み込まれて、時間はすっかり「消費」されるものになってしまいました。それは、文
字通り、命が消費されるということで、とてもさみしく、子どもの育ちに関わる者として、声を大にして伝えたいと思
います。時間は、消費されるだけのものでなく、命と命が重なるかけがえのない時間なのだということ。そしてそれは、
喜びや人生の豊かさを生み出す時間であるということを。文化・芸術を通して、いろんな人と出会い、命のほとばりし
りの中から生まれるものを子ども達に伝えたいと思います。
日野原さんの最後の著書『生きていくあなたへ』（幻冬舎）
、最後のページは、
こんな言葉でしめくくられています。「行きましょう。キープオンゴーイング。
」
さて、新年度が始まりました。みやざき子ども文化センターも、また心新たに、
子ども達の笑顔のために活動に取り組んでいきます！キープオンゴーイング！

キッズアートアカデミー
<陶芸> 「世界に一つだけの器をつくろう」・・・ステキな器ができたよ☆
アーティストの伊藤五惠さんを講師に迎え、子ども達 15 人が陶芸に
挑戦しました。粘土をこねて、形をつくって、釉薬を塗る。どんなのを
つくろうか、誰のためにつくろうか、いろんな思いをこめて全員が作
り上げました。焼きあがった作品は、3 月 24 日・25 日、ギャラリー
ArtSpace 色空にて展示されました。展示会では、自分たちの作品を見
てもらうだけでなく、自分の言葉でも伝えるギャラリートークが行わ
れました。人に伝え、わかってもらう、感じてもらう経験は、子どもた
ちにとってはそのまま、自分を受け止めてもらう、そんな素敵な体験
となりました。
<演じる> 劇団空風スマイルシアター公演「夏が来て」大成功！
3 月 11 日、県電ホールにて、宮崎の演劇人と子ども達が作る劇団空風スマイル
シアター「夏が来て」の公演が行われ、会場には 2 回公演で延べ 200 人の観客
が集まりました。（脚本：原口奈々 演出：永山智行）劇団の子ども達は、昨年
6 月から、劇団こふく劇場の永山智行さん、かみもと千春さん、劇団ＦＬＡＧの
伊藤海さん、劇団ゼロＱの原口奈々さん、劇団ｲｷﾅｺｯｾﾝの手塚麻衣さんらと、
この一つの舞台を作り上げてきました。公演前は、連日の練習。衣装も、小道具
も自分たちで作り、当日を迎えました。やり遂げた劇団員の子ども達のいい顔！

みやざき子育てサポートセンターよりお知らせ
県より委託されておりましたみやざき子育てサポート事
業は、本年度よりみやざき子育てサポートセンターから、
各市町村に移行されます。これからの利用登録等は各市町
村にお問い合わせください。なお、宮崎市については引き
続き、子どもが病気の時(病気回復期)などに、お子さんの送
迎や一時的なお預かりを行います。
みやざき子育てサポートセンター TEL:0985-28-0707

宮崎県保育士支援センターのご案内

平成 30 年度保育士支援センター設置運営事業をみやざき
子ども文化センターが受託することになりました。詳しくは
みやざき子ども文化センターまでお問い合わせください。
NPO 法人みやざき子ども文化センター TEL:0985-61-7590

一足早く・・５月『街の小さな音楽会』のおしらせ♪
街の小さな音楽会は、今年度も 5 月からスタートします！
今回は、日本や海外でも活躍中のボイスパフォーマー、中ム
ラサトコさんをお迎えします。ウキウキ、ワクワク、ドキド
キ、ゾクゾク、いろんな気持ちを赤ちゃんや小さな子どもた
ちは身体と表情、声で表現します。言葉のずっと前の世界を、
子ども達と一緒に楽しみませんか？音楽と身体を使った遊
びです。

★5 月 11 日（金）11：00～11：30 『オトのサンポ』
出演：中ムラサトコ（ボイスパフォーマー）
会場：ＥＨＩＬＡイベントスペース
入場料：親子一組 500 円（要事前申し込み）

楽しいこと、いっぱい！

４月のイベントカレンダー

☆…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
月

火

水

木

金

土

日

１
〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

２

３

６

５

４

７

１０

９

１１

１２

１３

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

１４

★赤ちゃん広場
（絵本・ふれあい・
べビーマッサージ）
１０：３０～１２：００

○おもちゃ広場
（絵本読み聞かせ）
１０：００～１４：００

〇県パネル展示
「地震」 ～２４日まで

８

〇ハンドベル教室
１０：００～１１：３０

○おもちゃ広場ＳＰ
１０：００～１４：００

１５

〇音楽教室
９：３０～
○館長さんと描こうね
１３：３０～１５：３０

〇おたのしみ工作
１５：３０～１７：００

１６

１８

１７
❤こいのぼりを
つくろう
１５：３０～１６：３０

２３

２４

２０

１９

〇フラフープ道
１６：００～１７：００
参加費無料
どなたでも参加可

２５

２７

２６
○おもちゃ広場
（アートスタート）
１０：００～１４：００
★赤ちゃん広場
（絵本・ふれあい・
べビーマッサージ）
１３：３０～１５：００

❤かぶとつくり
１５：３０～１６：３０

人と、物が出会うマーケット

３０
○開館３０周年
おいでおいで子ども
フェスタ工作
１４：００～１６：００

２２

２１

〇幼児工作教室
〇国際大生と工作
兜つくり（しんまちこ
（木でつくろう！
ども園年長組）
木で遊ぼう！）
９：３０～１１：００
１５：３０～１７：００
○おもちゃ広場
１０：００～１４：００
★こいのぼりを作ろう
１０：３０～１１：３０

〇ハンドベル教室
１０：００～１１：３０

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

○けん玉教室
１４：００～１５：３０

２８

★わらべうたとリズム
で遊ぼう！
１０：３０～１１：３０
〇国際大生と工作
（木でつくろう！
木で遊ぼう！）
１５：３０～１７：００

２９

〇音楽教室
９：３０～
○館長さんと描こうね
１３：３０～１５：３０
○開館３０周年
おいでおいで子ども
フェスタ工作
１４：００～１６：００

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０
○開館３０周年
おいでおいで子ども
フェスタ工作
１４：００～１６：００

宮崎市きよたけ児童文化センター開館３０周年

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。素敵な物がたくさんです！

おいでおいで子どもフェスタ開催

日時:５月３日(祝・木)１２:００～１６:００
日時：毎月 第４日曜日 １１：００～１６：００
会場:きよたけ児童文化センター
会場：EHILA イベントスペース （江平西 1—5—11 江平ビル 104）
せんぐまきや射的、フェスタ工作などたくさんのイベントを
＊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。
企画しています！親子でたのしもう♪
＜主催・問合せ＞ＮＰＯ法人みやざき子ども文化センター

「里親制度」

説明会＆相談会のご案内
里親制度とは、様々な事情によ
り家庭で暮らすことができない子
ども達を家庭に受け入れ、家庭
的な雰囲気の中で愛情と真心を
込めて育てようとする制度です。
ぜひご参加ください。
＜宮崎市会場＞※要事前申込
宮崎市男女共同参画センター
「パレット」視聴覚室
４月２１日（土）１３:３０～１５：３０
＊今後の開催地…都城市、延岡
市、日向市、日南市、串間市
【問合せ・申込先】
里親普及促進センターみやざき
☎０９８５－２０－１２２０

新海誠展

＜宮崎国際音楽祭関連イベント＞

こどもきらめく音の祭典
日時:５月４日（金・祝）
会場:宮崎市民文化ホ-ル 大ホール
開場：１３：３０ 開演１４：００ 終演：１６：００予定
入場料：一般８００円（前売５００円） チケット
高校生以下 無料
あります♪
第１部 高雄市三民区陽明国民小学管楽団
第２部 宮崎南高等学校吹奏楽部
第３部 Ｙｏ‘ｓ-ｕｎｉｔ
ゲスト 山内達哉（ヴァイオリニスト）
大河内淳矢（尺八奏者）
主催/宮崎市
お問合せ/宮崎市文化・市民活動課
ＴＥＬ：０９８５－２１－１８３５

「ほしのこえ」から「君の名は。」まで

映画「君の名は。」監督、新海誠作品１５年の軌跡
すべての作品が会場へ。

九州初開催！
前売チケット
取り扱い中
お早めに♪

期 間：４月１４日（土）～５月２７日（日）
＊会期中無休

会 場：みやざきアートセンター
料 金：一般 １,２００円（前売１,０００円）
中高生 ８００円（前売６００円）
小学生 ６００円（前売４００円）
未就学児無料
※小学生以下保護者同伴
開館時間：１０:００～１８:００（入場１７:３０まで）
「神木隆之介とめぐる」音声ガイド（５００円）
＊その他、宮崎会場限定イベントあり
＜お問合せ＞
みやざきアートセンター

☎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】

