〜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７月号
「むしムシ虫展」始まるよー!
虫グッズのミュージアムショップもＯＰＥＮ！

演じてみよう！「きみのなまえ」
朗読劇やってみませんか？

７/14（土）〜９/2（日）

昨年の８月に行われた演劇ワーク
ショップから生まれた脚本『きみの
なまえ』。性的マイノリティーをはじ
め、さまざまな個性の人々が登場し
ます。
『きみのなまえ』の朗読劇に参
加してみませんか？演劇が初めてで
も大丈夫！セリフも覚えなくていい
んです！朗読劇の指導・演出は、劇団
参加者募集中！
こふく劇場の永山智行さん。
劇の上演後、来て下さったお客さんも 朗読劇：
一緒に、劇の感想や、
『きみのなまえ』の 中学生以上 ２５名
内容について語り合える時間を設けま
観劇・語り合い：
す。ＬＧＢＴ交流会「レインボービュー宮崎」
どなたでも ２５名
代表の山田健二さんも話し合いに参加しま
す。県内 3 ヶ所にて開催です。ぜひご参
参加費無料
加ください。

※８/１４を除く火曜休館

宮崎県総合博物館にて、
「むしムシ虫展」が行われま
す。みやざき子ども文化センターは、この企画展に合
わせ、ミュージアムショップ「むしムシ虫店」を担当
することになりました！
全国から集めたこだわりの虫
グッズが並びます！普段はなか
なか買えないレアなグッズにも
出会えそう！夏休みの工作や研
究に役立つコーナーも充実。ぜ
ひ、足をお運びください。スタッ
フ一同お待ちしていまーす。

● 8/12（日） 日向市中央公民館ホール

キッズアートアカデミー
こどもコンテンポラリーダンスカンパニー

ＫＩＤ Ｓ★ＳＴＡＲ
・第 6 回全日本小中学生
ダンスコンクール出場決定！（九州大会）
・７/２８（土）まつりえれこっちゃみやざき出場
ダンスチームＫＩＤ Ｓ★ＳＴＡＲが、８月１４
日に福岡で開かれる全日本小中学生ダンスコンクー
ルのオーディションを受け、みごと出場権を獲得し
ました！！全国大会まで目指して頑張ります！
８月には香港での公演もひかえ、子どもたちはワ
クワクが止まりません。まつりえれこっちゃみやざ
きにも出場します。みなさん、応援にきてください
ねー★

アートドラムズ×ひなた
７/２９（日）まつりえれこっちゃみやざきに出場
太鼓チーム、アートドラムズ×ひなた。まつりえれ
こっちゃみやざきに出場決定！５月に初ステージを
経験してから、さらにパワーアップしたメンバーのパ
フォーマンスを観にいらしてください。
メンバーもまだまだ募集しています。太鼓に興味があ
る！かっこいいのが好き！一緒に太鼓を楽しみた
い！そんな人は、ぜひ参加してみてね。

（日向市中町 1-31）

● 9/30（日） 創客創人センター大会議室
（日南市岩崎 3 丁目４番 1-2 号 Itten ほりかわビル 2F）

●10/28（日） 都城市総合文化ホール練習室１
（都城市北原町 1106 番地 100）

１０：００〜１２：３０ 朗読劇『きみのなまえ』に挑戦！
１３：３０〜１４：１０ 朗読劇上演
１４：１０〜１５：００ 語ってみよう！『きみのなまえ』
※1 回完結型です。連続のワークショップではありません。
主催・申し込み先：NPO 法人みやざき子ども文化センター
電話：０９８５−６１−７５９０
E メール： center@kodomo-bunka.org
（手話通訳、要約筆記、車いす席等が必要な場合には事前にご
連絡ください。）
後援：宮崎県教育委員会、宮崎日日新聞社
平成３０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
宮崎県人権啓発活動ネットワーク協議会）

宮崎県保育士支援センター
「福祉のしごと」相談会にてブース出展します
８/２３（木）13：30〜16：00
宮崎観光ホテル東館３階光燿
保育士のお仕事はじめてみませ
んか？ 当センターに登録すると、
就職相談や、職場復帰のための研修
や、子育て支援などの情報を受ける
ことができます。ご興味のある方
は、お気軽にブースにお立ち寄りく
ださい。詳しくは、
www.kodomo-hoiku.org まで。

楽しいこと、いっぱい！

７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
〇北今泉・黒坂保
育園、清武中央・し
んまちこども園合同
作品展示
〜７/１１まで

２

３

６

５

４

１０

９

❤おばけをつくろう
１５：３０〜１６：３０

１１

１２

１３

○おもちゃ広場
（絵本読み聞かせ）
１０：００〜１４：００

★赤ちゃん広場
（水遊び）
１０：３０〜１２：００

７

８

〇ハンドベル教室
〇ピンポンキッズ
１０：００〜１１：３０
１０：３０〜１１：３０
★家族で乳幼児の
救急蘇生法
１０：３０〜１２：００
○木口を使った
デザインプリント
「大切な人にお便りを
出そう」暑中見舞い編
１３：３０〜１５：３０

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

○おもちゃ広場
★プール開き
（シャボン玉であそぼ （おもちゃいっぱい
の日）
う）
１０：００〜１４：００
１０：３０〜１１：３０

１４

１５

〇音楽教室
９：３０〜

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

〇ピンポンキッズ
１０：３０〜１１：３０

❤TANOおばけやしき２０１８
（田野しっちゃが祭り内）
１４日（土）・１５日（日）

１６

１７
★親子でストレッチ
１０：３０〜１１：３０

２３

２４

１８

２５

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

○おもちゃ広場
１０：００〜１４：００

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

２７

２６
○おもちゃ広場
（パネルシアター＆
しおり作り）
１０：００〜１４：００
★お誕生会
（６月・７月生まれ）
おもちゃ作り
１０：３０〜１１：３０

３０

２２

２１

〇県パネル展示「犯
罪被害者支援に関
する企画展」
〜８月２日まで

〇ピンポンキッズ
〇ハンドベル教室
１０：３０〜１１：３０
１０：００〜１１：３０
☆人と物が出会う
○けん玉教室
マーケット
１１：００〜１６：００
１４：００〜１５：３０
（３歳以上〜大人）

２８

〇ジュエリー
コンテスト
１４：００〜１６：００
〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

２９

〇音楽教室
９：３０〜
〇ジュエリー
コンテスト
１４：００〜１６：００

〇こわ〜いお話会
１３：３０〜１４：３０
※ 要申込

❤サマーキャンプ ※ 要申込
２７日１４：００〜２８日 ９：００

３１
〇ジュエリー
コンテスト
１４：００〜１６：００

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

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：７月 2２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）

＊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

「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
ができない子どもたちを家庭に受け入れ、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。（※要事前申込）
延岡市会場：７月２１日（土）１３：３０〜１５：３０
会場：延岡市社会教育センター
（延岡市本小路 39 番地 1）
日向市会場：８月４日（土）１０：００〜１２：００
会場：日向市中央公民館
（日向市中町 1-31）
他、日南市：１２月８日（土）、串間市：１月１９日（土）
＊詳細は今後お知らせいたします。
【問合せ・申込先】
里親普及促進センターみやざき

☎０９８５−２０−１２２０

〒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】

