
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

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８月号 

イベントカレンダーは裏面です 

演じてみよう！「きみのなまえ」  朗読劇やってみませんか？ 
性的マイノリティーをはじめ、さまざまな個性の人々をテーマにした『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！朗読劇指導・演出は、劇団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一緒に、劇の感想や、『きみのなまえ』の内容について語り合える時間を設けま

す。ＬＧＢＴ交流会「レインボービュー宮崎」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

参加ください。   

● 8/12（日） 日向市中央公民館ホール  
（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和室  
（都城市北原町 1106 番地 100） 

 

※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。） 
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） 

 

虫グッズのミュージアム 
ショップも好評開催中！ 
  
※８/１４を除く火曜休館 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮崎県総合博物館

にて開催中の「むし

ムシ虫展」。虫ってす

ごい～！と虫の世界

にすっかり魅了され

てしまう展示です。 

まだ行ってない方は、ぜひ

行ってみてくださいね。そして、

みやざき子ども文化センターが

担当しているミュージアムショップ

「むしムシ虫店」も大人気のス

ポットになっています！ 

全国から集めたこだわりの虫

グッズ。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

コーナーも充実してますよ。 

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。 

まつりえれこっちゃに出場しました。楽しかったよ～★ 
 

まつりえれこっちゃみやざき 2018 に、キッズアートアカデミ―から、キッ

ズ☆スターとアートドラムズ×ひなたが出場しました。 

１日目：７月２８日（土） 

キッズ☆スターは猛暑の中、４回のステー

ジをこなし、各ステージごとに洗練されてい

くコンテンポラリーダンスがギャラリーを

魅了しました。これから香港公演、九州大会

（福岡）と大忙しの子どもたちですが、全国、

世界へキッズ☆スターの子どもたちの笑顔

を届けてきます。 

２日目：７月２９日（日） 

アートドラムズ×ひなたは大雨の中、和太鼓

コンテスト部門に出場しました。慣れない舞

台の上で、子どもたちの力強い演奏がとても

印象的でした。また他のチームの子どもたち

の演奏も見ることができ、いい刺激になりま

した！少しずつでも着実に成長する子どもた

ち、今後も目がはなせません！ 

２日間を通して、先生や保護者の皆様、えれこっちゃ運営のスタッフの皆様、

ボランティアスタッフの皆様、本当にお疲れ様でした。また、とても心に残る

夏の思い出にすることができました。ありがとうございました。これからも

キッズアートアカデミーの子どもたちの応援をよろしくお願いします！ 

 

参加者募集中！ 

朗読劇：中学生以上 ２５名 

観劇・語り合い：どなたでも ２５名 

参加費無料 

９/2（日） 

まで！ 

キッズアートアカデミーでは、パワーコーラスが始まります★ 

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』  

「キッズゴスペルクルー」としてゴスペル曲を中心に歌ってきた仲間たち。

これからは、ゴスペル曲のみならず幅広いジャンルを取り入れた『パワーコー

ラス』のグループとしてさらにパワーアップします♪ 講師は、坂本ともみさ

んの他、岩切詩子さん、ロイド・ウォーカーさん、渡邊倫さんを迎え、ダンスや

英語のレッスンも取り入れます。歌うことが大好きなメンバーを募集中！ 

お申し込みは、みやざき子ども文化センターまで。 



 

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

★おもちゃ病院
（おもちゃ修理）
１３：００～１５：３０

○書道教室
１３：３０～１５：３０
※募集終了

〇音楽教室
９：３０～

〇ハンドベル教室
１０：００～１１：３０

○おもちゃ広場
１０：００～１４：００

○おもちゃ広場
（堤さんのおもちゃ作
り）

１０：００～１４：００

★❤
夏のおわりの

夕涼み会
１６：３０～２０：００

★乳幼児の
親子の防災講座
１０：３０～１１：３０

○おもちゃ広場
（絵本読み聞かせ）
１０：００～１４：００

２９ ３０ ３１

〇ハンドベル教室
１０：００～１１：３０

〇ピンポンキッズ

１０：３０～１１：３０

〇県パネル展示
「シニアパワー宮崎
づくり企画展」

～８月３１日まで
〇小さな木の街作り

１回目
１３：３０～１５：３０

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

〇夏休み宿題片づけ
隊（図画）※募集終了

１３：３０～１６：３０

〇フラフープ道

１６：００～１７：００

参加費無料
どなたでも参加可

〇おたのしみ工作
１４：００～１６：００

★おやこの健康相談
日（栄養・歯科）

１０：００～１２：００

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

〇音楽教室
９：３０～

〇ジュエリー
コンテスト

１４：００～１６：００

○おもちゃ広場
１０：００～１４：００

★赤ちゃん広場
（自由遊び）

１０：３０～１２：００

〇おたのしみ工作
１５：３０～１７：００

〇ジュエリー
コンテスト

１４：００～１６：００

〇ジュエリー
コンテスト

１４：００～１６：００

○おもちゃ広場
（おもちゃいっぱい
の日）

１０：００～１４：００

〇小さな木の街作り
２回目

１３：３０～１５：３０

〇おたのしみ工作
１４：００～１６：００

〇小さな木の街作り
３回目

１３：３０～１５：３０

〇小さな木の街作り
４回目

１３：３０～１５：３０

９月１日

  
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 

 
 
 

 
 

 
 

  
     
 
  

  
   

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 

８月のイベントカレンダー 

 

  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：９月２日（日）まで開催中！ 
    １０：００～１８：００＊会期中無休 
 会 場：みやざきアートセンター 
 料 金： 一 般  ９００円 
       中高生  ７００円 
       ４歳以上～小学生５００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 

 

「里親制度」説明会＆相談会  
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） 
 日向市会場 
日時：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 
 

「宮崎県保育士支援センター」のご案内 
 宮崎県保育士支援センターでは、保育の仕事をし
たいと思っていらっしゃる方のサポートを致します。 
 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、相談も受けています。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（保育園、児童クラブ、子育て支援センターな
ど）の情報や職場復帰のための研修、子育て支援な
どの情報をお届けします。 
 
 － 登録受付中！－ 
 ●保育士資格を持っている方 
 ●学生（保育士資格取得予定の方） 
 ●保育補助者（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） 
 
 〈登録・ご相談〉宮崎県保育士支援センター 
             ☎０８０－３２２９－３２４３  
             ✉lacrekid@kodomo-hoiku.org 

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

