
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」１０/８は、こんなことしたよ 

<講師>松竹昭彦さん（建築家） 

   上口将生さん（造形作家） 

 

 

 

 

 

 

まだまだワークショップが続きます！お楽しみに★ 

お申し込みは早めがおすすめです。 

●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（パーカッショニスト） 

伊藤安希さん（ミュージシャン、ペインター） 

日程  １１/３（土・祝）・１１/２３（金・祝）・ 

    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（MTR 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 １１/２５（日） 

※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１１月号 

イベントカレンダーは裏面です 

平成３０年度多様な子育て環境づくり支援事業 
dua 

 街の小さな音楽会 
☆１１月１５日（木）11:00～1１:３０ 

演奏：Dual Tone 

【ベース】小山圭一さん 

【ピアノ】高松尚子さん 

会場：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 
☆１１月２２日（水）1０：３０～１１：20 

「音楽パーク」 

～親子で楽しいリズム遊び♪～ 

ゲスト：田代友香さん 

会場：EHILA イベントスペース 
 

≪お申込み先≫みやざき子ども文化センター 0985-61-7590 

 

いよいよ、今月１０日（土）・１１日（日）、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♪ 

1１月１０日（土）・１１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  みやざき犬がくるよー★ 

１０日 南ヶ丘幼稚園園児によるオープニング、子育て表彰式、 

パパの子育てトークショー「知事と語ろう！その手があった

か！パパの子育て術」、UMK アナウンサーによる出張読み

聞かせ会、親子で楽しむコンサート 

１１日 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、楽器つくり、キッズダンス 
紫陽花ホール １０日・１１日 

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、外山さん

に似顔絵を描いてもらおう、ベビーマッサージやリンパケアなど。 

※１０日のみ 作って遊ぼう、茶道体験 

 １１日のみ 「い～な」浜崎奈津子さん・本田泉さんによる 

   コンサート 
ガリバー広場 １０日・１１日  

みんなで遊ぼう！（手作りおもちゃなど）、「ミルキー」ちゃん「ミ

ル子」ちゃん搾乳体験、牛乳試飲、 1 日に必要な野菜を量る 
 
 

 

 

未来みやざき 
子育て応援フェスティバル 2018 

ワクワクドキドキ♥ひなたの家族 

   

●会場は、１３:４５まで

開いてます。お弁当を食

べたりもできますよ。

ゆっくりしていってくだ

さい。 

 入場 

無料！ 

たんくさんの家族が

参加！お父さんお母さ

ん、子ども達が一生懸

命作って、とびっきりすて

きな家が完成ー！ 

あー楽しかった★ 

今月も楽しいこと

いっぱいだワン！ 

わくわく―☆ 



  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 

 
 

 
 

 
 

  
     
 

 
  

   
 

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 

１１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：１１月２５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  
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。    
〈日南市〉１２月８日（土）１０：００～１２：００ 
 会場 日南市創客創人センター 会議室 
     （日南市岩崎三丁目４番１-２号 
              Itten 堀川ビル２階）  
〈串間市〉１月１９日（土）１３：３０～１５：３０ 
 会場 串間市総合保健福祉センター 研修室 
       （串間市大字西方９３６５番地８ ２階）  
  ＊参加費は無料です。（※要事前申込）  
   
 【問合せ・申込先】 
  里親普及促進センターみやざき 
    ☎０９８５－２０－１２２０ 
 

 

 

  長くつ下のピッピの世界展 
 リンドグレーンが描く北欧の暮らしと子どもたち  
リンドグレーン（スウェーデンの児童文学作家）が描いた『長くつ
下のピッピ』をはじめとする作品の原画や、オリジナル原稿、愛
用品など約２００点が出品されます。ほとんどが日本初公開。す
べての子どもたちと家族、かつて子どもだった大人たちに贈る、
心温まる展覧会です。  
 期 間：１２月１５日（土）～１月２７日（日） 

    ＊休館日１２/３１(月)･１/１(火)･１/２(水) 
 会 場：みやざきアートセンター 
 料 金：当日券（前売券） 
   一 般 １,０００円（８００円） 
   中高生  ６００円（４００円） 
   未就学児無料 
   ※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 

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

★親子でストレッチ
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

❤ドッチﾎﾞｰﾙ大会
１５：３０～１６：３０

○おもちゃ広場（堤さ
んのおもちゃ作り）

１０：００～１４：００

○けん玉教室
１４：００～１５：３０
（３歳以上～大人）

○おもちゃ広場（お
もちゃいっぱいの日）

１０：００～１４：００

○国際大生と工作
（木でつくろう）
１３：３０～１５：３０

２９ ３０

〇ハンドベル教室
１０：００～１１：３０

★赤ちゃんが来た！
～親子の絆つくり

プログラム～
１０：１５～１２：１５

○清武みどり幼稚園
作品展示

～１２/１２まで

〇クリスマスフェスタ
１３：００～１６：００

❤スノードームをつく
ろう

１５：３０～１６：３０

〇音楽教室
９：３０～

○国際大生と
図画工作

１０：００～１５：００

○おもちゃ広場
１０：００～１４：００

○館長さんと描こうね
１３：３０～１５：３０

☆人と物が出会う
マーケット
１１：００～１６：００

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

★赤ちゃん広場
（ベビーマッサージ）

１０：３０～１２：００

☆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

〇加納中学校
作品展示

～２８日まで
○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

○国際大生と
図画工作

１０：００～１５：００

○国際大生と
図画工作

１０：００～１６：００

○おもちゃ広場
（堤さんのおもちゃ

作り）
１０：００～１４：００

○あみっ子クラブ
（帽子を編もう）
１５：３０～１７：００ 〇おたのしみ工作

１５：３０～１７：００

❤ドッチﾎﾞｰﾙ大会
１５：３０～１６：３０

★赤ちゃんが来た！
～親子の絆つくり

プログラム～
１０：１５～１２：１５

★親子の健康相談日
（栄養）

１０：１５～１２：００

未来みやざき子育て応援フェスティバル
２日間開催 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）

★赤ちゃんが来た！
～親子の絆つくり

プログラム～
１０：１５～１２：１５

 
前売券は 

文化センターでも 

取り扱っています 


