
子どもミュージアム 
子どもたちとアーティストが一緒になって作品作りを楽

しむワークショップ。遊びながら生まれる、オモシロイ

もの、音楽、おはなし・・・みんなの「オモシロイ」で

ミュージアムをいっぱいにしよう！ 
●段ボールで家を作ろう 

<講師>松竹昭彦さん（建築家） 

   上口将生さん（造形作家） 

日程 １０/８（月・祝）※受付は終了しました。 

●手作りドラムで演奏してみよう *全４回 

<講師>衞藤和洋さん（パーカッション） 

伊藤安希さん（ミュージシャン、画家） 

日程  １１/３（土・祝）・１１/２３（土）・ 

    １２/１（土）・１２/８（土） 

●朗読劇にチャレンジしてみよう *全４回 

 <講師>神水流じん子さん（女優） 

粉川真一さん（アナウンサー） 

 日程 １１/４（日）・１１/１８（日）・ 

１２/２（日）・１２/８（土） 

●写真に絵を描いてみよう 

 <講師>綾順博さん（写真家） 

金丸二夫さん（グラフィックデザイナー） 

 日程 調整中 

※対象年齢や、会場、参加費は、各回違います。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。 
 

子どもミュージアム作品展 

～ワクワクドキドキから生まれた作品たち～ 
日程 １２/８（土）・１２/９（日） 

１０：００～１６：００（最終日は１５：００） 

ワークショップで作った子ども達の作品展示や、音楽・

朗読のパフォーマンスがあります。 

会場：みやざきアートセンター４階 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

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１０月号 

イベントカレンダーは裏面です 

おやこひろば「トット」 
１０/３１（水）10:30～11:30 

「キッズイングリッシュ 

ハッピーハロウィン」 
ゲスト パッソス裕子さん 

会場： EHILA イベントスペース  

「こどもアート祭」（宮崎市子どもアート創作展）開催！ 
６人のアーティストと一緒にお祭りに持っていく

小物づくりをしよう！ 
お面やちょうちん、うちわ、はっぴなど自分で 

作った小物を持ってお祭りを楽しもう♪ 
みんなで１つの「おみこし」もつくるよ！ 
 
<日時>１０月２１日（日）１０：００～１５：００ 
   ＊時間内いつでも自由に参加できます。 
<会場> 宮崎科学技術館 多目的ホール 
   （宮崎市宮崎駅東１丁目２番地２） 
    ＊駐車場が満車の場合は市体育館または、近隣の 
    コインパーキングをご利用ください。 
<対象> 小学生とその保護者 
<参加費> 無料（事前申込不要、当日受付） 
 
汚れても良い動きやすい服装で来てくださいね。  
【主催・お問合せ先】 

 宮崎市文化・市民活動課 TEL:0985-21-1835 

 

ぽぽぽぽと秋の雲浮き子供らは 

どこか遠くへ遊びに行けり （河野裕子） 
秋も一層深まり、青空は高く広がり、子どもも、大人も気持

ちよく外を駆け回りたくなりますね。 

この秋もたのしいイベントが盛りだくさんです。 

ぜひご参加ください！ 
 

街の小さな音楽会 
１０/1８（木）１１：００～ 

「バロン＆zerokichi ライブ」 
・場所：EHILA イベントスペース 

・参加費：親子一組５００円  
☆お申込みは、みやざき子ども文化センターまで。  

 

全国で活躍する 

ミュージシャンが宮崎に！ 

（平成３０年度「未来みやざき子育て県民運動」推進事業） 

未来みやざき 
子育て応援フェスティバル 2018 

 

子育て支援団体、企業、行政が一堂に会する「未来みやざき

子育て応援フェスティバル２０１８」が開催されます。毎年約

４，０００人の方々が来場するイベントです。子どもと遊べる

コーナーや子育て支援に関する団体紹介コーナーもありま

す。ぜひご家族で遊びに来てください♪入場無料 

1１月９日（土）・１０日（日）１０：００～１６：００ 
☆会場 ： 宮交シティ  （宮崎市大淀４丁目６番２８号） 

       紫陽花ホール、ガリバー広場、アポロの泉 

アポロの泉   

9 日 園児によるオープニング、子育て表彰式、 

 知事と語ろう その手があったか!？パパの子育て術 

１０日 園児によるオープニング、延岡男星保育士団「ぱぱ

パーク」と遊ぼう、ぷっぷると遊ぼうコンサート、キッズダンス 
紫陽花ホール・ガリバー広場 

行政・企業・子育て支援団体紹介コーナー、理学療法士・

歯科医師による体の発達相談コーナー、 おもちゃ広場、みん

なで遊ぼう！ などなど 
 

いっしょに 

やってみようよ！ 

 

（平成３０年度チャレンジ文化活動事業） 

   



 

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

○あみっ子クラブ
（帽子を編もう）
１５：３０～１７：００

※定員に達しました

★ミニ運動会
１０：３０～１１：３０

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
（絵本読み聞かせ）
１０：００～１４：００

❤巨大折紙を折ろう！
１５：３０～１６：３０

○おもちゃ広場
（アートスタート）
１０：００～１４：００

○けん玉教室
１４：００～１５：３０
（３歳以上～大人）

★避難訓練（火災）
１０：３０～１１：３０

○おもちゃ広場（お
もちゃいっぱいの日）

１０：００～１４：００

２９ ３０ ３１

〇ハンドベル教室
１０：００～１１：３０

〇幼児工作教室「お
さかなちゃん作り」
清武みどり幼稚園
年長組

１０：００～１１：３０

〇清武中学校
作品展示
～１１月７日まで

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

❤ハロウィンカチュー
シャをつくろう

１５：３０～１６：３０

★保育園見学
（さくらが丘保育園）
１０：００～１１：００

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

〇音楽教室
９：３０～

○おもちゃ広場
１０：００～１４：００

○館長さんと描こうね
１３：３０～１５：３０

★赤ちゃん広場
（ベビーマッサージ・
栄養）

１０：３０～１２：００

☆人と物が出会う
マーケット
１１：００～１６：００

★ハロウィン
パーティー

１０：３０～１２：００

○蔵書点検
１６日～２８日まで

〇おたのしみ工作
１５：３０～１７：００

〇フラフープ道
１６：００～１７：００

参加費無料
どなたでも参加可

〇おたのしみ工作
１５：３０～１７：００

○館長さんと描こうね
１３：３０～１５：３０○あみっ子クラブ

（帽子を編もう）
１５：３０～１７：００

☆ おやこひろば
「トット」

１０：００～１３：４５

☆街の小さな音楽会
１１：００～１１：３０

〇おたのしみ工作
１５：３０～１７：００

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

〇幼児工作教室「お
さかなちゃん作り」
清武みどり幼稚園
年長組
１０：００～１１：３０

○あみっ子クラブ
（帽子を編もう）
１５：３０～１７：００

○あみっ子クラブ
（帽子を編もう）
１５：３０～１７：００

  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 

 
 

 
 

 
 

  
     
 

 
  

   
 

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 

１０月のイベントカレンダー 

 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：１０月２８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 

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 

◆パワーコーラス 
 キッズゴスペルクルーとして活動してきた仲間たちが 
いろんなジャンルの歌を取り入れ楽しく歌っています♪ 
  ・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＞NPO 法人みやざき子ども文化センター   

 平成３０年度宮崎市市民活動支援補助事業 

街の合唱団 メンバー募集！！ 
 

小さな子どもからおじいちゃん・おばあちゃん

まで、いろんな年代の人達が集まる「街の合

唱団」のメンバーを募集しています。乳幼児を

連れての参加も OK です♪ 

街のまんなかで歌いましょう！ 
 
・練 習 日：毎月隔週土曜日 
       午前の日と午後の日を交替で練習 
・練習場所：みやざきアートセンター「太陽の  
       広場」、宮崎駅前自治公民館など 
・参 加 費：月５００円  
  ＜申込・お問合せ＞ 
    NPO 法人みやざき子ども文化センター 

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

