
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 

「バレンタインコンサート」 
 

☆２/８（金）11:00～１１：３０ 

出演：愛川 義夫 （ギター） 

   天野 るり子（歌） 

コンサートの後は、お茶を飲んだりおしゃべりしたり♪ 

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） 
 

おやこひろば「トット」 
☆２/１９（火）10：３0～1１：２０  

『ウン知育教室』  
～健康のバロメーター「ウンチ」のお話し～ 

ウンチと健康の関わりから,いいウンチに必要

な 3 つの力についてお伝えします。子どもから

大人まで楽しく学べる健康教室です。 

講 師：古川 真さん 

ヤクルト販売（株）宮崎ＣＳ推進室 

参加費：無料 

会 場：EHILA イベントスペース 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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２月号 

イベントカレンダーは裏面です 

こどもコンテンポラリーダンスカンパニー KID’S★STAR！ 
1 月 26 日、ムーブメント・アート・インみやざき 2019～第 10 回記念

スクールダンスコンクール～が開催され、キッズスターの子ども達が第

2 部のエキシビションで宮崎大学の学生チームと一緒にダンスを踊りま

した。8 月に香港で現地のアーティストと一緒に作った作品を披露しま

した。自信をもってのびのびと踊る子ども達の表情をみて、観客も、ス

テージ横で見守っていたスタッフも感動しましたー☆ 

<お知らせ> （みやざき子ども文化センターの後援事業） 

●『未就学児劇場へようこそ！！！』 
幼稚園・保育園の年長児が劇場でダンスを鑑賞します。 

2 月 25 日（月）～28 日（木）10:30～11:30、13:30～14:30 
※28 日は 1 回のみの公演です。 

会場：透明体育館きらきら/国際こども・せいねん劇場 

●国際共同制作作品『グラスホッパー』の世界初演 

in 透明体育館きらきら/国際こども・せいねん劇場 
香港のダンサーUnlock Dancing Plaz が来宮し、宮崎のアーティスト達と

一緒につくった国際共同制作作品を上演。キッズスターも出演します！ 

3 月 1 日（金）１９：００～ 

3 月 2 日（土）１４：００～、１９：００～ 

会場：透明体育館きらきら/国際こども・せいねん劇場 

 

平成 30 年子どもゆめ基金助成事業 

子ども劇団空風スマイルシアター発表会 

「こもれび」 
昨年の春から新しい舞台に取り組んでいた空風スマイルシ

アターの子ども達。台本つくりから、舞台まで、すべて自分たち

でつくり、いよいよ舞台に臨みます！みなさん、ぜひ観にいらし

てくださいね！！ 

３/１０（日）１０：００～１６：００  

会場 神宮東自治公民館 
（宮崎市神宮東２丁目３−１６） 

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 

『保育士支援センター』キャンペーン 

 ☆２/１６（土）１０：００～17：００ 

 会場：イオンモール宮崎 

（宮崎市新別府町江口 862-1） 

 ☆２/２３（土）１０：００～15：００ 

 会場：イオン都城ショッピングセンター 

        （都城市早鈴町 1990） 
 

 「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。 
 

<お問合せ先> 

 宮崎県保育士支援センター ☎０８０‐３２２９‐３２４３ 

  



  

  

 

  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
  

   
 

 
 

 
 

 
 

  
     
 

 
 

 
  

   
 

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 

２月のイベントカレンダー 

   「里親制度」普及啓発講演会     
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。
里親について皆さまに広く知って頂くため講演会を行い
ます。興味のある方など、どなたでも参加できます。   
〈テーマ〉 ～「地域」が子どもを育む～ 
       気づいてほしい子ども達のこと 
       知ってほしい「里親制度」のこと   
 日時：３月２日（土）１３：３０～１６：１５ 
 会場：宮崎県企業局県電ホール （宮崎市旭１丁目２番２号） 
 ＊参加費 無料、定員１００名 （※要事前申込・託児有） 
 内容：第１部 里親制度の概要紹介、里親家庭体験談 
     第２部 パネルディスカッション 
          「地域（つながり）が子どもを育む」         
 【問合せ・申込先】 
 里親普及促進センターみやざき ☎０９８５‐２０‐１２２０ 
 

みやざきアートセンター 
展覧会のお知らせ 

 
Ａｒｔ Ｂｏｘ （アートボックス）  
アートを通じた出会いと交流、制
作活動の支援を目的に、アーティ
ストやアートを積極的に生活に取
り入れて活動している人・団体を
紹介する展覧会です。  
期間 
 ２月２３日(土)～３月１７日(日) 
時間 １０：００～１８：００※火曜休 
会場 みやざきアートセンター５階 
入場無料 

 
３月１０日（日）１０：３０～１６：００ 
マルシェ＊アートとライフ同時開催  
【問合せ先】 
 みやざきアートセンター 
  ☎０９８５‐２２‐３１１５ 

食でつながるフェスタみやざき 
 日時：２月１６日（土）開場１０：００ 開会１０：３０ 
 会場：宮崎市清武文化会館・午前小ホール・午後研修室   
 対象：子ども食堂・地域の居場所・食を通じた居場所作り 
     に興味のある方 ◆定員１００名程度 
 参加費：無料 ※昼食は各自ご準備下さい。 
  
 １０：３０ 開会・課題提起 
 １０：５０～１２：１０ 講演（各４０分） 
    「食でつながる地域の新たな拠点づくり」 
    「埼玉県における子ども食堂の取組とネットワーク構 
     築について～２０３０年のゴールに向けて～」 
 １３：００～１４：３０ 分科会 
    ①企業とのコラボレーションでうまれる新しい福祉 
    ②子ども食堂・子どもの居場所を語ろう！ 
    ③学校と PTA と地域の連携 
 １４：４０～ 行政説明  １４：５０～１６：００ トークショー 
 【主催】食でつながるフェスタみやざき実行委員会 
 【問合せ・申込先】NPO 法人みやざきママパパ happy 
                 ☎０８０‐９２４５‐０９１５（二見） 

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

〇大人の講座「クラフ
トモビール作り」

参加費：２００円
１３：３０～１５：３０

○県パネル「宮崎
の農村」写真展

～２８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

❤ぜんざいを食べよう
１５：３０～１６：３０

●ベイビーシアター
「ウタのサンポ」
１４：００～１４：３０

会場：おひさま保育
園（佐土原町）

★おやこの健康相談
日・栄養
１０：１５～１２：００

★鬼の面作り・豆まき
１０：３０～１１：３０

〇音楽教室
９：３０～

○おもちゃ広場
（絵本読み聞かせ）

１０：００～１４：００

★赤ちゃん広場
（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

○おもちゃ広場
（アートスタート）
１０：００～１４：００

❤豆まき
１５：３０～１６：３０

★おしゃべり子育て
講座
（４回連続講座③）
１０：３０～１２：００
※定員に達しました

〇おたのしみ工作
１５：３０～１７：００

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

❤バレンタインチョコ
をつくろう

１０：３０～１１：３０

★たの健康
ふくしまつり

１０：００～１４：００
場所：田野文化会館
およびその周辺

★おしゃべり子育て
講座
（４回連続講座④）
１０：３０～１２：００
※定員に達しました

〇おたのしみ工作
１５：３０～１７：００

〇ハンドベル教室
１０：００～１１：３０

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

●ベイビーシアター
「ウタのサンポ」

①１１：００～１１：３０
②１４：００～１４：３０
会場：ＥＨＩＬＡイベン
トスペース

★赤ちゃん広場
（ベビーマッサージ）

１０：３０～１２：００

★フェルトで
雛人形をつくろう

１０：３０～１１：３０

  先生のための演劇ワークショップ 
☆２/９（土）９:３０～１２:００  参加費：無料 定員：５０名 
会場：みやざき NPO・協働支援センター 
   （宮崎市錦町１-１０宮崎グリーンスフィア壱番館３F） 
演劇的活動を活かした授業づくりや学校づくりで、子ども達の低い
自己肯定感やいじめ、不登校、自殺など、深刻さを増す課題にア
プローチ！先生や、子どもとかかわる方におすすめです。 
講師：黒木明子（「どらまさるく」代表・宮崎県演劇協会会長） 
本田誠人（ユニット「あんてな」脚本・演出担当、劇団ペテカン所属） 
【主催】：NPO 法人 Swing-By TEL：０９０-８４０６-６３６３ 

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

