
平成 30 年度多様な子育て環境づくり支援事業 
 

★３/６（水）11:00～１１：３０ 

街の小さな音楽会「パーカッションライブ」 
出演：谷口潤実となかまたち 

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） 

コンサートの後は、お茶を飲んだり、おしゃべり 

したり、13:45 までゆっくりできます。 
 

★３/１８（月）10：３0～1１：３０  

おやこひろばトット「子どもとふれあう歌遊び」 
わらべ歌を通して、子育てが楽しくなる 

「発見」がいっぱい！ 

ゲスト 岩切杏子さん 

会場：EHILA イベントスペース 

会場は 10：00～13：45 まで開いています。お弁当も

持ってきてここで食べられます。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

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３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 出演します！ 
 活躍の場がどんどんひろがるキッズスターの子ども達。 

３月も踊ります。観覧にきてくださいねー☆ 

☆３/１０（日） 開場１３:００ 開演１３：３０ 入場無料 

第２４回照葉樹林文化シンポジウム 
会場：綾町役場福祉保健課高年者研修センター 
 

☆３/２４（日） １７:００～２０:００（予定） 

ごちそうアーツ 
会場：透明体育館きらきら/国際こども・せいねん劇場みやざき 

お子さんのことで悩んでいませんか？ 
子育ては一人で頑張らなくてもいいんです！ 

子どもの数だけ、親の数だけ、家族の形はいろいろ。 

だから悩みもいろいろ。 

０歳～１８歳までのまでの子どもとその家庭に関するあらゆる

相談に３６５日対応してくれる相談機関が宮崎にあります。 

お子さん自身からの相談にも対応します。 

お気軽にご相談してみてくださいね。 

秘密については守られます。 

相談料無料 

匿名でも相談できます。 

＜相談方法＞ 

電話相談０９８５－７８－３７３７ 

来所相談、訪問相談 
 

社会福祉法人カリタスの園 

こども家庭支援センターつぼみ 
宮崎市吉村町沖の原甲１５４３（乳児院つぼみの寮内） 

 

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 

うれしい気持ちのいったりきたり 
 ２月１０日、EHILA イベントスペースで、宮崎初の試みであ

る、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「ウタのサンポ」が行われました。（アートスタート実

行委員会主催・平成３０年度チャレンジ文化活動事業） 

 感受性がとびっきり豊かな「言葉の前の世界」に住む赤

ちゃんたち。ボイスパフォーマーの中ムラサトコさんと、オルガ

ニストの原田靖子さんの創りだす音や雰囲気で、雨、風、温

もり、匂い、色、そうしたものを感じて体全部で赤ちゃんたち

が舞台にひきこまれていました。 

 初めてみるわが子の表情や、喜んだり、興奮したりしている

様子を、抱っこしながら見ていたお母さん、お父さんの表情

も、また嬉しそう。すると、それが抱っこされている身体からじ

んわり伝わるのか、さらに赤ちゃんが楽しそうになって・・。そ

んなうれしい気持ちのいったりきたりがとってもすてきでした。 

  

子どもゆめ基金助成活動 キッズアートアカデミー「演じる」 

子ども劇団空風スマイルシアター公演 

『こもれび』 観に来てね！ 
原作：原口奈々 演出：永山智行 

小学生から中学生までが集まり立ち上

がった劇団、空風スマイルシアター。子ども

達と、宮崎で活躍する演劇人がともに作り上

げる舞台。ぜひ観に来てね！ 

出演：子ども劇団空風スマイルシアター、かみもと千春（劇

団こふく劇場）、伊藤海、池田孝彰（BLACKTACOS）、宮本日

温、吉田達哉、原口奈々（劇団ゼロ Q）、他 

★3/1０（日）神宮東自治公民館 入場無料 
（宮崎市神宮東 2 丁目 3－16） 
駐車場には限りがあります。公共交通機関をご利用ください。 

1 回目 開場１０：３０ 開演１１：００ 

2 回目 開場１４：００ 開演１４：３０ 



  

  

 

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

❤ひな人形つくり
１５：３０～１６：３０

○おもちゃ病院
１３：００～１６：００

２９ ３０ ３１

★親子でストレッチ
１０：３０～１１：３０

★春の音楽遊び
１１：００～１１：３０

★お誕生会（２月・３月
生まれ）

おにぎり会
１１：００～１２：００

●里親制度普及啓発
講演会
１３：３０～１６：１５
会場：宮崎県企業局

県電ホール

○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
（最終回）

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
（堤さんのおもちゃ作
り）

１０：００～１４：００

❤多読賞表彰式
１５：３０～１６：００

〇おたのしみ工作
１５：３０～１７：００

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

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

★赤ちゃん広場
（ベビーマッサージ）

１０：３０～１２：００

★親子遠足（田野運
動公園） 現地集合

１０：３０～１２：００

〇音楽教室
９：３０～

〇ハンドベル教室
１０：００～１１：３０

〇ハンドベル隊
ＫＩＤＳリンガーズ
施設訪問演奏
１３：００～１４：００

〇おたのしみ工作
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 

３月のイベントカレンダー 

里親普及促進センターからのご案内 
 
 里親普及促進センターみやざきでは、里親や里親制
度についてのご質問やご相談を受け付けています。 
お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。詳し
いお話をお聞きになりたい方はセンターへお越し頂くこ
ともできます。（事前にご予約を頂けますとスムーズに
ご案内が出来ますので、まずはセンターへ来所された
い日時をご連絡ください。）  
 <受付時間> 
  月～金曜日 １０：００～１８：００ （祝祭日を除く） 
 
★「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。   
 【問合せ先】里親普及促進センターみやざき 
        ☎ ０９８５‐２０‐１２２０ 
           E-mail satooya@kodomo-bunka.org 
 

 金魚絵師 深堀隆介展 
 平成しんちう屋 行商編  
深堀隆介…金魚の持つ神秘性に 
魅了され、創作を続ける若手の 
現代美術家。  
期間：３月２３日（土）～５月１２日（日） 
   １０：００～１８：００＊会期中無休 
     （入室１７：３０まで） 
会場：みやざきアートセンター 
    （宮崎市橘通西３－３－２７）  
〔観覧料〕 
 一 般１，０００円（前売８００円） 
 中高生  ８００円(前売６００円) 
 小学生  ５００円（前売３００円） 
＊未就学児無料、小学生以下保護者同伴   
【問合せ先】 
 みやざきアートセンター 
  ☎０９８５‐２２‐３１１５ 

『夢創り人大交流ひろば』を開催します！ 
  
 「夢創り人」のことを広く知って頂く機会として、大交
流ひろばを開催いたします。  
 「夢創り人」とは、長年の経験で体得した技術や技
能、趣味や特技、知識を持ち「生涯学習ボランティア」
として登録された方々のことです。宮崎市市民出前講
座の講師として依頼することができます。保育園・幼
稚園・学校の PTA や地域の集まり・趣味や友達のグ
ループなどで広く活用されています。 
*夢創り人のジャンル…ヨガ、マジック、似顔絵、リンパマ
ッサージ、ギター演奏、生け花、おりがみ、茶道、けん玉
などなど盛りだくさんです。  
 日時 ３月２８日（木）１３：００～１６；００ 
 会場 宮崎市民プラザ４階 ギャラリー 
    （宮崎市橘通西１丁目１番２号）    
  
 【主  催】夢創り人運営協議会・宮崎市 
 【連絡先】NPO 法人みやざき子ども文化センター 
        ☎０９８５-６１-７５９０ 

入場 
 無料 

 
前売券は 

子ども文化セ
ンターでも取
扱っています 

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

