
平成３０年度多様な子育て環境づくり支援事業 

１月のおやこひろば「トット」 
 

☆１/１７（木）11:00～１１：３０ 

 街の小さな音楽会 
『うさぎのくれたバレエシューズ』 

出演：有持正信さん（影絵作家） 

安部まりさん（歌・ピアノ） 

土田浩さん （チェロ） 

参加費：親子一組５００円   

会 場：EHILA イベントスペース 

（江平西１丁目５番１１号江平ビル１０５号） 
 

☆１/２５（金）10：３０～1１：２０  

『メディカルアロマ講座』 
～親子で使えるスキンローション作り～ 

講師：松嶋輝美さん 

（公益社団法人日本アロマ環境協会認定 

アロマテラピーインストラクター 

IFA 国際アロマセラピスト連盟会員） 

     材料代：500 円 先着 20 組  

会 場：EHILA イベントスペース 

会場は１３：４５まで開いています。 

ゆっくりしていってくださいねー☆ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

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  ２０１９年１月号 

イベントカレンダーは裏面です 

あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします！！ 

平成 30 年度チャレンジ文化活動事業 

０，１，２歳未満の赤ちゃんのための舞台芸術ベイビーシアター 

赤ちゃんが楽しめるサウンドアートの世界 

『ウタのサンポ』 
＜出演＞ 

中ムラサトコ（構成、演出、歌、太鼓） 

原田靖子（ピアノ、作曲、小物楽器） 
 

☆２/９（土） ＯＰＥＮ １３：４５ 上演時間 14:00～14:30 

会場：おひさま保育園（佐土原町上田島８１９２－１） 

☆２/１０（日）①ＯＰＥＮ 10：４５ 上演時間 １１:00～11:30 

       ②ＯＰＥＮ １３：４５ 上演時間 14:00～14:30 

会場：ＥＨＩＬＡイベントスペース 
 

対象：０～２歳児とその保護者 参加費無料 

＜クロストーク＞ 

「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～ 
子ども達のアートに触れたときの生き生き 

とした表情は、アートから広がるたくさん 

の可能性を私たちに気づかせてくれます。 

12 月 21 日、こふく劇場の永山智行さん、かみもと千

春さん、ＬＧＢＴ交流会「レインボービュー宮崎」代表

の山田健二さんをゲストに迎え、クロストークを開催し

ました。「社会的弱者」「社会的マイノリティー」にどう

アートの分野はアプローチできるのか、なぜアートが必

要なのかについて一般のみなさんと一緒に語り合いまし

た。アートを通して、マジョリティー（大多数）の価値

観を疑い、生身の人間が今何を感じているのかを大切に

する。そして、感じたことから生まれる自分の表現を認

め合うその経験は、命の肯定そのものであり、安心感に

つながる・・・。みやざき子ども文化センターは、来年

20 周年を迎えます。これからも、出会う子どもたちの一

つひとつの命の輝きを大切に、たくさんの文化芸術体験

の場をつくっていきたい！と改めて思った夜でした。 

 

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）みやざき

アートセンターで開催しました。これま

で、児童館や学校で、アーティストと子

ども達がつくった作品がずらり！ 

また、アートワークショップ「段ボール

で家をつくろう」「ことばの表現にチャレ

ンジしてみよう」「写真に絵を描いてみ

よう」「手作りドラムで演奏してみよう」の

活動紹介や、朗読パフォーマンスなど

もありました。 

 

＜各イベントお問い合わせ・お申込先＞ 

みやざき子ども文化センター 0985-61-7590 

どこの国ともつかない 

不思議な歌と共に、 

音の作りだす風景の中へ 

いっしょに遊びに行こう！ 



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

○清武小学校
作品展示

～２月６日まで

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（おも
ちゃいっぱいの日）

１０：００～１４：００

○おもちゃ広場
１０：００～１４：００

❤干支の絵を描こう
１５：３０～１６：３０

２９ ３０ ３１

★お誕生会 （１２月・
１月生まれ）
１０：３０～１１：３０

★やさしい
ヨガストレッチ

１０：３０～１２：００

★お正月の遊びをし
よう！

１０：００～１１：４５

〇川柳教室

１３：３０～１５：３０

〇南加納・南今泉
保育園・ふなひきこ
ども園合同作品展

～３１日まで

〇音楽教室
９：３０～

○おもちゃ広場
（巻き込みペープ
サート）

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

☆ 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

○全国訪問おはなし
隊がやってくる

１０：３０～１１：４０

○おもちゃ広場
１０：００～１４：００

❤田野の自然につい
て学ぼう

１５：３０～１６：３０ ★おしゃべり子育て
講座
（４回連続講座①）
１０：３０～１２：００

〇おたのしみ工作
１５：３０～１７：００

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

❤鬼のお面作り
１５：３０～１６：３０

★赤ちゃん広場
（わらべうた

ベビーマッサージ）
１０：３０～１２：００

★おしゃべり子育て
講座
（４回連続講座②）
１０：３０～１２：００
＊３回目２／ ７

４回目２／１４

  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
  

   
 

 
 

 
 

 
 

  
     
 

 
 

 
  

   
 

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 

１月のイベントカレンダー 

 

「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。今年度最後の説明会となります。    
〈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   
 期 間：１月２７日（日）まで開催中 

    ＊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：一 般１,０００円、中高生 ６００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 

 

「子ども食堂勉強会」のお知らせ 
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 
   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 

参加者募集 

 『保育士支援センター』キャンペーンのお知らせ 

 日時：１月２６日（土）１０：００～１７：００ 
 会場：イオン延岡ショッピングセンター 
          （延岡市旭町 2 丁目 2-1） 
 
 「宮崎県保育士支援センター」を広く知って頂くために
キャンペーンを行います！ 
 保育士支援センターでは、保育の仕事がしたい！子ど
もとかかわる仕事がしたい！と思っていらっしゃる方と、
保育士等を募集している施設とをつなぐお手伝いをして
います。まずは、保育士支援センターへご登録下さい。
登録して頂いた方には、就職フェアや研修、また子育て
支援情報をお届けします。 
 資格をお持ちでない方も大丈夫です！保育の仕事に
興味のある方ぜひお待ちしています。 
 
【問合せ先】 
 宮崎県保育士支援センター ☎０８０‐３２２９‐３２４３ 

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

