〜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９月号
「世界は朝からはじまったの？」
あっという間に 9 月。この夏、子どもたちはどんな時間を過ごしたでしょう
か？学校がある時とはまた違った時間の流れを楽しめたかな？「世界は朝から
始まったんですか？」今年の夏休み子ども科学電話相談（7 月 30 日・ＮＨＫラ
ジオ第１）にあった小学 1 年生の女の子からの質問です。回答者の人は、科学
的に「太陽は地球の半分をいつも照らして動いているからいつも半分は朝で半
分は夜だよ。
」と答えていました。みなさんなら、こういう質問にどう答えます
か？科学的に？それとも哲学的に？子どもたちと一緒にああかな、こうかなと
考えるのは結構楽しい！秋の虫の声を聞きながら、親子で寝るまで考えてみる
のもいいものですね。←寝不足注意！
子どもたちと過ごしていると「今」
、
「ここ」が全てなのだなぁと感心するこ
とがあります。だから、彼らにとってこの世界は、始まりも終わりも「今」
「こ
こ」なのかもしれません。子どもたちが何かに夢中になったり、心をワクワク
できる一瞬一瞬はかけがえのない時間です。「世界は朝から始まったの？」と
疑問に思う子ども達、世界中の今を生きる子ども達に、どうか希望に満ちた朝
と、安心に包まれて眠る夜がいつもいつも訪れますように。

ＫＩＤ Ｓ★STAR 香港に行く！
こどもコンテンポラリーダンスカンパニーKID'S
☆STAR が 8 月 4 日〜8 日、香港で踊ってきまし
た。現地のアーティストや子どもたち、香港の街か
らたくさんの刺激を受けて帰ってきました！
ダンスはみんな
の共通語！

街の小さな音楽会
９/19（水）１１：００〜

パーカッション＆歌
出演：エトヤンヤンヤン
・衞藤和洋さん（パーカッション）
・Ｓｈｉｎｏさん（歌）
パーカッションのリズムと歌で
楽しい時間を過ごしませんか？
場所：EHILA イベントスペース
参加費：親子一組 500 円

おやこひろばトット
９/２８（金）10:30〜11:30
「音楽パーク」
〜親子で楽しいリズム遊び♪〜
講師：田代友香さん
場所：EHILA イベントスペース
※どちらもお申込みが必要です。

演じてみよう！「きみのなまえ」
8 月 12 日（日）日向市中央公民館ホールにて、朗読劇ワーク
ショップ「演じてみよう！『きみのなまえ』」が行われました。
一般の方や、高校生など 18 人が、ＬＧＢＴや外国人、身体障が
い者など、社会的なマイノリティーの人々が登場する『きみの
なまえ』の朗読劇に挑戦。講師は、劇団こふく劇場の永山智行
さん、かみもと千春さん。朗読劇のワークショップ後、実際に
お客さんの前で上演も。上演後は、LGBT 交流会「レインボー
ビュー宮崎」代表の山田健二さんも加わり、出演者と観客が一
緒に感想を述べ合いました。「自分とは違う他人の人生を「役」
を通して感じてみると、普段あまり考えていなかったことが見
えてきた。」など朗読劇をする前と終わった後の自分の変化に驚
くコメントが多く語られました。個性豊かな参加者のみなさん
が演じられた役は、それぞれの人生が役ににじんで、とっても
素敵でした。ご参加ありがとうございました！

帰国後すぐの 8 月 14 日、「第 6 回全日本小中学
生ダンスコンクール 九州大会」（福岡）にも出場（宮
崎からは、KID'S☆STAR のみが参加）し、審査員特
別賞を獲得！！大忙しの子どもたちでしたが、元
気いっぱい踊りきりました！

「子どもミュージアム」参加者募集中！
〜ワクワクドキドキから生まれた作品たち〜
子どもたちとアーティストが、一緒にアートを作って楽し
むワークショップを４回シリーズで開催します！世界に一
つしかない作品を作って「子どもミュージアム」に飾ろう！

第１回 ダンボールで家をつくってみよう！
日時：１０月８日（月・祝）
場所：宮崎市生目の杜 遊古館
親子で子どもの家（基地）を作ろう！
詳細はお問い合わせください。

朗読劇ワークショップは、９月、１０月も行います★

参加者募集中！ （中学生以上の方）
●日南：9 月 30 日（日） 創客創人センター会議室
●都城：10 月 28 日（日）都城市総合文化ホール和室
時間は、いずれも 10:00〜15:00
参加費無料
お問い合わせ・お申込みは、みやざき子ども文化センターまで。
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）

楽しいこと、いっぱい！

９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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〇ハンドベル教室
１０：００〜１１：３０
○おもちゃ病院
１３：００〜１６：００
★❤夏のおわりの
夕涼み会
１６：３０〜２０：００

〇楽しく学ぶ
「防災 フェスタ」
１３：３０〜１５：３０
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７

○おもちゃ広場（お
もちゃいっぱいの日）
１０：００〜１４：００
○あみっ子クラブ①
（バッグを編もう）
１５：３０〜１７：００
★赤ちゃん広場
（ベビーマッサージ）
１０：３０〜１２：００

１０

１１

１２

１３

１７

１８
★やさしい
ヨガストレッチ
１０：３０〜１２：００

２４

２５

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

１４

〇幼児工作教室「お
〇おたのしみ工作
さかなちゃんつくり」
１５：３０〜１７：００
清武幼稚園年長組
９：３０〜１１：００
○おもちゃ広場
（絵本読み聞かせ）
１０：００〜１４：００
★保育園見学
【幼保連携型認定こど
も園めぐみ保育園】
１０：００〜１１：００
○あみっ子クラブ②
（バッグを編もう）
１５：３０〜１７：００

❤防災の日ペーパー
クラフトつくり
１５：３０〜１６：３０

２０

１９

○おもちゃ広場
１０：００〜１４：００

〇フラフープ道
１６：００〜１７：００
参加費無料
どなたでも参加可

○あみっ子クラブ③
（バッグを編もう）
１５：３０〜１７：００

日時：１１月１０日（土）･１１日（日）
１０：００〜１６：００
場所：宮交シティ（紫陽花ホール、ガリバ
ー広場、 アポロの泉）※入場無料

宮崎県内の子育て支援団
体、企業、行政が一堂に会
する子育て応援フェスティ
バルが今年も開催！詳しく
は次号ニュースリリースで
お知らせします。
どうぞお楽しみに★

〇ピンポンキッズ
１０：３０〜１１：３０

○けん玉教室
１４：００〜１５：３０
（３歳以上〜大人）

２２

２３

〇音楽教室
９：３０〜
❤ＵＶレジンで
小物つくり
１０：００〜１１：３０

〇ピンポンキッズ
１０：３０〜１１：３０
☆人と物が出会う
マーケット
１１：００〜１６：００

○館長さんと描こうね
１３：３０〜１５：３０

２７

２６
★赤ちゃん広場
（だっことおんぶの講
習会）
１０：３０〜１２：００

未来みやざき子育て応援フェスティバル
〜ワクワクドキドキ♥ひなたの家族〜

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

１６

１５
〇ハンドベル教室
１０：００〜１１：３０

２１

☆街の小さな音楽会
１１：００〜１１：３０

９

８

〇大久保小学校作品 〇音楽教室
展示 〜１９日まで
９：３０〜
★敬老の日カード作り ○館長さんと描こうね
１３：３０〜１５：３０
１０：００〜１２：００

２８

○おもちゃ広場
１０：００〜１４：００
○あみっ子クラブ④
（バッグを編もう）
１５：３０〜１７：００

２９

３０

☆ おやこひろば
「トット」
１０：００〜１３：４５
★お誕生会
（８月・９月生まれ）
１０：３０〜１１：３０
〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

キッズ・アート・アカデミーメンバー募集！
◆アートドラムズ✕ひなた *子どもゆめ基金助成活動
和太鼓といろんなアートを組み合せて、太鼓の世界を
冒険しよう！ 和太鼓の基本から学びます。
・募集対象：小学生以上
・練 習 日：毎月２回 月曜日１８：３０〜２０：００
・練習場所：橘太鼓「響座」和太鼓練習場
・参 加 費：月２，０００円

〇ピンポンキッズ
１０：３０〜１１：３０

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：９月２３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

◆キッズゴスペルクルー
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」のグループとして活動しています
♪歌うことの大好きなメンバーを募集しています！
・募集対象：小学３年生以上 ・参加費：月２，０００円
・練習日：月２回 金曜日 小学生 １８：００〜１９：３０
中・高生１９：３０〜２１：００
・練習場所：EHILA イベントスペース
＜申込・お問合せ＞みやざき子ども文化センター

（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

〒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】

