〜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６月号
NPO 法人みやざき子ども文化センター総会
５月２５日、平成 30 年度の総会を行いました。たくさ
んの方々の力を頂きながら、昨年度の事業を終えることが
できました。これからも子どもたちや、子どもたちをとり
まく大人を応援していく事業に取り組んでまいります。
今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

「宮崎県保育士支援センター」開設します
宮崎県保育士支援センターでは、保育の仕事がしたい！
子どもとかかわる仕事がしたい！と思っていらっしゃる方と、お仕
事をつなぐお手伝いをします。資格はあってもブランクがある方
などにも、安心して職場に復帰できるよう、研修も行っています。
登録して頂いた方には、保育士等を募集している保育関連施設
の（保育園、児童クラブ、子育て支援センターなど）情報をお届
けします。

キッズアートアカデミー
アートドラムズ×ひなた 初ステージ大成功
子どもたちの和太鼓チーム「アートドラムズ×ひ
なた」が初めての演奏を披露しました。5 月 3 日の
きよたけ児童文化センター30 周年記念事業「おいで
おいで子どもフェスタ」オープニングが彼らの初舞
台。練習を重ねてこの日に臨みました。当日は、た
くさんのお客さんに来ていただいて、ドキドキしな
がらも、本番は堂々とパフォーマンスをやりきった
子どもたちでした。次の目標は、まつりえれこっ
ちゃみやざきです！！
メンバーも募集中です。いっしょに太鼓を楽しみ
たい人、集まれ―！

ただ今、登録受付中！

待って
●保育士資格を持っている方
まーす！
●学生（保育士資格所得予定の方）
●保育士資格は持っていないが、保育所等で働く意思のある方
☆7 月 1 日、就職フェア（市民プラザ４階ギャラリー）に参加しま
す。ご興味のある方、こちらにもぜひお立ち寄りください。

「街の小さな音楽会」のご案内
心と体を癒す素敵な音楽に子どもの時から親しんでほしいと
の想いをこめた音楽会です♪親子でもお一人でもお気軽にご
参加ください。お待ちしています！音楽会の後にはミニお茶会
も楽しみませんか？１３：４５まで会場は開いています。

キッズゴスペルクルーが、生まれ変わります
☆メンバー募集中☆
パワフルな歌声で人気のキッズゴスペルクルー。
小学生から高校生までのメンバーが歌っています。
今年度から、坂本智美さんを指導者に迎え、新しく
活動をスタートします。
思いっきり歌うって、とっても楽しい！気持ちい
い！男の子の参加も大歓迎です。

日 時：７月５日（木）１１：００〜１１：３０
会 場：ＥＨＩＬＡイベントスペース
（宮崎市江平西１丁目５番１１号江平ビル１０５号）
出演者
浜砂なぎささん（チェロ）
甲斐磨有美さん（ピアノ）
馬籠奈津子さん（ソプラノ）
参加費：親子１組５００円 ※要申込
【問合せ・申込先】
ＮＰＯ法人みやざき子ども文化センター
☎０９８５−６１−７５９０

Ｑ：「雨が降ったら
やってみたいこと
なんですか？」

「アートドラムズ×ひなた」「キッズゴスペルクルー」の
お申込みは、みやざき子ども文化センターまで。
０９８５−６１−７５９０

突撃インタビュー
江平第二児童クラブの子どもたちに聞きました！
Ａ：「研究がしたい！」「顕微鏡でいろんな物をみてみたい。」「地球の研究。」「トイレのにお
いの研究。」「虫の実験。カタツムリとかの。」「本を読む。」「マンガを描く。」「外でドッチボー
ル。」「外で卓球。」「外でソフトボール。」「水鉄砲！」・・・などなど。
雨が降ってもやりたいこと、いっぱい。梅雨でも元気いっぱいの子ど
もたちでしたー☆☆

楽しいこと、いっぱい！

６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
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〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

〇ハンドベル教室
１０：００〜１１：３０

〇清武幼稚園作品
展示 〜１３日まで

○おもちゃ病院
１３：００〜１６：００
○ペアレンツ講座①
「北欧の切り紙」
１３：３０〜１５：３０

４
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７

★赤ちゃんが来た！
〜親子の絆つくり
プログラム〜
１０：１５〜１２：１５

１１

１２

１３

１４

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

★赤ちゃんが来た！
〜親子の絆つくり
プログラム〜
１０：１５〜１２：１５

１８

１９
❤楽器をつくろう
１５：３０〜１６：３０

２５

２６

２０

２７

○おもちゃ広場
１０：００〜１４：００
★赤ちゃんが来た！
〜親子の絆つくり
プログラム〜
１０：１５〜１２：１５

２８

❤プラ板工作
１５：３０〜１６：３０

「子育てサポート」サポート会員募集！！

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！

【問合せ・申込先】※申込締切 6/26(火）
みやざき子育てサポートセンター
☎ ０９８５-２８-０７０７

日時：6 月 24 日（日）１１時〜16 時
（毎月第 4 日曜日開催）
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）

日程：７月５日(木)・６日(金)９時〜１７時予定
会場：みやざきＮＰＯ・協働支援センター
対象：宮崎市内在住で、ご自宅等で子どもを預かる
ことができる方。(有償ボランティア)

２３

２４

３０

★臨時休館の
お知らせ
6月21日（木）
12：15〜

★七夕飾りを作ろう！
１０：３０〜１１：３０
〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００
〇北今泉・黒坂保
育園、しんまち・清
武中央子ども園合
同作品展示
〜７/１１まで

みやざき子育てサポートセンターでは、子育て家庭
の保護者が残業や出張、冠婚葬祭、子どもの病気回復
期などに、お子さんの送迎や一時的なお預かりを行う
サポート会員を募集しています。
登録にはサポート会員養成講座及び保育実習の受講
が必要です。今年度は下記のとおり開催いたします。
子育て支援に熱意のある方、ぜひお待ちしています。

〈サポート会員養成講座〉＊受講料無料

〇ピンポンキッズ
１０：３０〜１１：３０

〇ピンポンキッズ
★わらべうたとリズム 〇音楽教室
１０：３０〜１１：３０
で遊ぼう！
９：３０〜
１０：３０〜１１：３０
☆人と物が出会う
○館長さんと描こうね マーケット
〇おたのしみ工作
１３：３０〜１５：３０
１１：００〜１６：００
１５：３０〜１７：００
〇国際大生と工作④
（木の遊び場で遊ぼ
う！）
１３：００〜１６：００

２９

○おもちゃ広場
（アートスタート）
１０：００〜１４：００
★赤ちゃんが来た！
〜親子の絆つくり
プログラム〜
１０：１５〜１２：１５

１７

〇ハンドベル教室
１０：００〜１１：３０
○けん玉教室
１４：００〜１５：３０

２２

２１

〇フラフープ道
１６：００〜１７：００
参加費無料
どなたでも参加可

１０

〇音楽教室
〇ピンポンキッズ
９：３０〜
１０：３０〜１１：３０
○館長さんと描こうね
１３：３０〜１５：３０
★親子でピザ作り体
験
１３：００〜１４：００
場所：みなみこども園

１６

１５

○おもちゃ広場
１０：００〜１４：００

〇ピンポンキッズ
１０：３０〜１１：３０
○ペアレンツ講座②
「北欧の切り紙」
１３：３０〜１５：３０

９

８
〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

○おもちゃ広場
（おもちゃいっぱい
の日）
１０：００〜１４：００

日

＊売上げの半額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

田野地域子育て
支援センターは
職員研修のため
午後お休みです。

MOE ４０th Anniversary ５人展
絵本のある暮らしを４０年にわたり紹介している雑誌「MOE」
が選ぶ５人の作家の紹介展。「バムとケロ」「よるくま」「そらま
めくん」など大人気絵本の原画が大集合！
期 間：７月１４日（土）〜９月２日（日）１０：００〜１８：００
＊会期中無休
会 場：みやざきアートセンター
料 金：当日券（前売券）
一 般 ９００円（７００円）
中高生 ７００円（５００円）
４歳以上〜小学生５００円（３００円）
３歳以下入場無料
※小学生以下保護者同伴
開館時間：１０:００〜１８:００
（入場１７:３０まで）
＜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】

