〜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１２月号
未来みやざき
子育て応援フェスティバル 201８
たくさんのご来場ありがとうございました！
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１１月１０日（土）・１１
日（日）、宮交シティにて開催されました。賛同する企業、行
政、大学、ＮＰＯ法人など１４５団体が参加。さまざまなステー
ジイベントのほか、子育てに関する情報コーナー、木のおも
ちゃ、音楽ライブなどがあり、２日間で、約４，０００人を超える
親子連れが会場を訪れました。
このイベントは、宮崎県内の「子育てを応援したい！」と思う
個人、企業、NPO 法人、行政が実行委員会を作り、会議を重
ね開催しました。ご協力くださった皆さん、来て下さった皆さ
ん、ありがとうございました！

クロストーク

平成 30 年度チャレンジ文化活動事業

子どもミュージアム

〜ワクワクドキドキから
生まれた作品たち〜

☆12 月８日（土）・9 日（日）10:30〜16:00（9 日は 15:00）

アートの力は社会的マイノリティーの
人権課題に何ができるか？
〜演劇ワークショップからみえてきたこと〜

☆12 月 21 日（金）19:00〜21:00

参加費無料

性的マイノリティーをじはじめ、さまざまな社会の中
のマイノリティー。個性を認め合い、お互いに豊かにい
きるために、これからさらに「アート」は何ができるか
を、発言者の皆さんと一緒に語り合いませんか？
＜発言者＞
永山智行さん（劇団こふく劇場・劇作家・演出家）
かみもと千春さん（劇団こふく劇場・シンガソングライター）
山田健二さん（ＬＧＢＴ交流会「レインボービュー宮崎」代表）

みやざきアートセンター4 階 入場無料
ワークショップや学校で、子どもたち
がこれまでアーティストと一緒に作っ
た作品が展示されます。8 日は、朗読
ライブや、シェイカー作りもあるよ！
きてねー！！

平成 30 年度多様な子育て環境づくり支援事業

街の小さな音楽会

日向市、都城市で開催された朗読劇
☆１２月５日（水）11:00〜11:30
ワークショップ「演じてみよう『きみのな
「ハープ＆フルートで贈るクリスマスコンサート」
まえ』」の様子も写真や映像で振り返りま
す。ワークショップに参加されたみなさ
出演：リベラハープアンサンブル
ん、アートの可能性に関心のあるみなさ
♪古賀鈴子さん （ハープ）
ん、参加をお待ちしています！！
♪贄田泰子さん （フルート）
会場：EHILA イベントスペース
参加費：親子一組 500 円
お問合せ・お申込みはみやざき子ども文化センターまで。
会場：EHILA イベントスペース
平成３０年度宮崎県人権啓発推進協議会委託
（江平西丁 1 目 5 番 11 号江平ビル 104 号
（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）

太鼓ＥＮＥＲＧＹ２０１８
☆12 月 23 日（日）14:00 開場

14:30 開演

会場：西都市民会館
（西都市小野埼 2-49）
全席自由 2,000 円（当日 2,500 円）
九州の太鼓チームが西都に集結。
アートドラムズ×ひなたの子どもたちも出演しまーす！

おやこひろばトット
☆１２月１７日（月）10：30〜11:20
キッズイングリッシュ メリークリスマス！
ゲスト：パッソス裕子さん
参加費：無料
会場：EHILA イベントスペース
参加お申込み先はこちら！
ＮＰＯ法人みやざき子ども文化センター

0985-61-7590

楽しいこと、いっぱい！

１２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

２

１
〇ハンドベル教室
１０：００〜１１：３０
★アドベント
カレンダー作り
１０：３０〜１１：３０
○おもちゃ病院
１３：００〜１６：００
まちなかコンサート
１３：３０〜
アートセンター
太陽の広場

３

６

５

４

☆街の小さな音楽会
１１：００〜１１：３０

７

○おもちゃ広場（おも
ちゃいっぱいの日）
１０：００〜１４：００
★赤ちゃん広場
（わらべうた
ベビーマッサージ）
１０：３０〜１２：００

〇ピンポンキッズ
１０：３０〜１１：３０
〇こどもアート大作戦
（大切な人にお便りを
出そう・版画）
１３：３０〜１５：３０
※ 定員に達しました
❤みんなで作ろう！
アートフェスタ
１３：００〜１６：００
場所：アートセンター

９

８

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

〇音楽教室
９：３０〜
○大人だけの講座
「クリスマスリースつく
り」
１３：３０〜１５：３０
※ 定員に達しました

〇ピンポンキッズ
１０：３０〜１１：３０

●子どもミュージアム 作品展示
場所：みやざきアートセンター １０：3０〜

１０

１１

❤カレンダーつくり
１５：３０〜１６：３０

１８

１７

１３

２５

１４

○おもちゃ広場
（絵本読み聞かせ）
１０：００〜１４：００

○しめ縄作り
１３：３０〜１５：３０
定員２０名
参加費１００円

２３

★「お正月用フラワー 〇音楽教室
９：３０〜
しめ飾り」作り
１０：３０〜１１：３０

〇ピンポンキッズ
１０：３０〜１１：３０

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

２７

２６

〇ピンポンキッズ
１０：３０〜１１：３０

２２

２１

○おもちゃ広場
１０：００〜１４：００

１６

１５

〇ハンドベル教室
１０：００〜１１：３０
★クリスマス会
・笑顔で遊ぼう
〇宮崎県スポーツ振
１０：３０〜１１：３０
興課展示「弁当の日」
・おもちゃ病院
〜２８日まで
１３：００〜１５：３０
❤クリスマス会
１２：００〜１７：００
○けん玉教室
１４：００〜１５：３０

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

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

☆ おやこひろば
「トット」
１０：００〜１３：４５

２４

１２
★魔法の声かけ
〜大人のための子ど
もとのコミュニケーショ
ン〜
１０：３０〜１１：３０

２８

２９

３０

○おもちゃ広場
（アートスタート）
１０：００〜１４：００

３１

〜年末年始休館日のお知らせ〜
●みやざき子ども文化センター
１２月２９日(土)〜２０１９年１月６日（日）
●宮崎市田野地域子育て支援センター ●宮崎市田野児童センター
●宮崎市きよたけ児童文化センター
１２月２９日(土)〜２０１９年１月３日(木)

「子ども食堂勉強会」のお知らせ

「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

子ども食堂ってどんな所？どうやって設置
するの？衛生管理はどうするの？食材を提
供したい、子ども食堂に行ってみたい！そ
んな子ども食堂のハテナ？を学びます。
内容：講演・ワークショップ
参加者募集
講師 湯浅 誠 氏
（社会活動家/法政大学教授）

日時：１月３１日(木)１３：３０〜１７：００
場所：宮崎市立公立大学
交流センター１階 多目的ホール
対象：子ども食堂運営者・始めてみたい、支
援したい、行ってみたい等興味のある方
参加費：無料 ＊要事前申込
【主催】
宮崎市・支え合いの地域づくりネットワーク
【問合せ・申込先】（コーディネーター直通）
☎０８０−４６９９−６７８８

長くつ下のピッピの世界展

前売券は
文化センターでも
取り扱っています

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

〒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】

