
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  ２０１６年１月号 

イベントカレンダーは裏面です 

 

まちんなかプレイパーク！

12 月 7 日(月)～12 月 13 日(日)の一週間にわたる絵本カーニバル。中でも『魔女の夜会(コンサー

ト)』、『あわてんぼうのサンタクロースのふくろ』は、予想以上の入りで、スタッフ全員感動 !!  

★キッズゴスペルクルーの成長した歌声をプレクリスマスに披露してくれました。 

そして、大西さんのベース、松崎さんの歌、黒木さんのピアノ、衞藤さんのパーカッション、 

工藤さんのビブラフォーンの音色に酔いしれました！  

★『あわてんぼうのサンタのふくろ』の工作は、色々な材料を使って子ども達が、びっ 

くりする程のすばらしい創造性を見せてくれました。 

★『魔女の読み聞かせ』は、「この絵本がいい!」と選んで持ってくる子どももいて、読 

み手も力が入りました。魔女のマントが気に入って、脱ぎたくなさそうな子もいました。 

来年はどんな企画にしようかな、と心はずむスタッフ達です！ 

 

 

 

 

←街の小さな音楽会 
～音育はじめて見ませんか～ 

乳幼児から参加できる音楽会♪ 

沢山のアーティストの方に演奏、

歌っていただきました。 

キッズゴスペルクルー 
KID’S★STAR 

←こどもきらめく音の祭典 
５月９日(土)、緊張の中にも楽しんで、 

目を見張る成長をしました。 

 

『えれこっちゃみやざき 2015』で個性的な 

パフォーマンスが注目を集め「彩賞」を 

いただきました! 

 

←ふるさと先生 
芸術など地域文化に秀でた指導者

をふるさと先生として宮崎市内の 

小中学校で体験活動の授業を行っ 

ています。 

 

スクールコンサート→ 
宮崎市内の小中学校で優れた音楽

鑑賞の機会を提供しています。 
昨年もたくさんのミュージシャン

の方々にすばらしい演奏をご披露

頂き、生徒、先生も一緒に演奏を

楽しみました。 

KID’S★STAR→ 

 

・田野地域子育て支援センター 
最近の子育て支援センターはベビーラッシュで

次々、新しい弟や妹が仲間入りしてにぎやかになっ
ています。今年も気軽にみんなで楽しく過ごせる場

所、子育ての仲間作りや居場所作りをめざしてがん

ばります。 

 

２０１５年も子どもたちの笑顔がはじけました! 
今年もたくさんの子どもの笑顔を増やす 

活動をしてまいります！ 

 

 

みやざき子育てネットワーク↑ 

子育て支援団体がネットワークを作り、子育て世代、祖父母世代、父

親の育児参加について講座の開設や交流を通して地域での支援の在り

方を考える機会を作るために設立。その集大成、「未来みやざき子育て

応援フェスティバル 2015」11月 14日(土)15日(日)に開催し、4,200

人もの方々がお集まりくださいました!! 

 

 

・田野児童センター 
「毎日、子ども達の元気な声を聞きながら、バタバタ 

した日々を送っていると アッという間に１年が過ぎ、 
また、新しい１年を迎えました！ 今年も子ども達の 

元気に負けないように頑張ろう！」 

 ・きよたけ児童文化センター 
昨年は忙しい一年でした。今年は少しでも忙しさが

緩和されるよう全員のスキルアップと協力体制で、よ
り充実した、よりきよたけ児童文化センターらしく子

ども達を囲む人たちとの交流も含めて、「元気」に「楽

しく」動きたいと思います。皆様にはたくさん楽しんで
いただけるよう企画を練ってお待ちしていますよ。 
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←演じる 
【劇団空風スマイルシアター】 

 自分を表現しよう！と演じたい子ども達が参加。 

県内などで活躍されている講師陣から演技指導・ 

ダンス指導・発声練習などを受け、最終回には 

公演を行います。《３月１３日(日)予定》 

 



街の小さな音楽会 
 

 
 

 

月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３

１１ １７

１８

２５ ２６

○音楽教室
９：３０～

★やさしい
ヨガストレッチ

１０：３０～１２：００

〇音楽教室
９：３０～

★おしゃべり子育て

講座（第１回目）

１５：００～１７：００

★ くるくる凧を
作りましょう

１０：３０～１１：３０

○おたのしみ工作
１５：００～１７：００

○ おもちゃ広場
１０：００～１５：００

○おもちゃ広場
１０：００～１５：００
幼児工作教室
（南加納保育園）

❤鬼の面つくり
１５：３０～１６：３０

４ ５ ８ ９ １０６ ７

２４

１５ １６

２７ ２８ ２９ ３０

１２ １３ １４
★お誕生会
（１２月・１月生まれ）
１０：３０～１１：３０
○おたのしみ工作
１５：００～１７：００
３園合同作品展示
(加納・船引・南今泉保育

園）～２７日迄

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

３１
★おしゃべり子育て
講座（第２回目）

１５：００～１７：００

○おたのしみ工作

１５：００～１７：００

❤ 干支の絵を描こう
１５：３０～１６：３０

●子どものための
音楽会

１０：３０～１１：２０
宮崎科学技術館
多目的ホール

○きよたけ児童文化センター １/４迄

★田野地域子育て支援センター１/４迄

☆みやざき子ども文化センター１/５迄

❤ 田野児童センター １/３迄各館の休業日

■かがやく色いろいろ展（しょうぶ学園の表現）■４階アートスペース１
宮崎初開催

■Wonder Art Space■５階常設展示室・ロビー・アートスペース２・３
宮崎の若手作家たちの展覧会

２０１６・１/１６（土）～３１（日）１０時～１８時 ＊休館日１９（火）・２６（火）

みやざきアートセンター
〒880-0001  宮崎市橘通西３‐３‐２７ TEL:0985-22-3115

観覧

無料

○ おもちゃ広場
１０：００～１５：００

○My箸作り

１３：３０～１５：３０

○館長さんと

作ろう「鬼面」

１３：３０～１５：３０

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

楽しいこと、いっぱい！ 

【開催場所 ☆…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 

 演奏後に ミニお茶会もありますよ！  

【EHILAイベントスペース】 
TEL: 0985-61-7590 

サウンド・アライブ・ミヤザ

キ 

2016 2/14 sun. 

open 13:00 start 13:30 

宮崎市民プラザ オルブライトホール 

 市内のライブハウス・スタジオを中心に選抜されたバンド 12組

が一堂に集結し、宮崎の「今」の音楽シーンを感じられるステー

ジを繰り広げます。 

ロックやアカペラなど、様々なジャンルの音楽を会場で楽しみ

ませんか? 

前売り 

(当日) 

一般 1,000 円 

(1,200円) 

中高生 500 円 
(700円) 

小学生以下無料 

ステキな出演者♪ 

岩切 響一さん(和太鼓奏者) 

瀧北 榮山さん(尺八奏者） 

予 告 
子どものための 

音楽会 
平成 28 年 1 月 27 日(水) 

10:30～★入場無料 

お申込不要 

 
 

 

演奏者：楓の会 

井上恵子さん(箏) 

中村友子さん(箏) 

贅田泰子さん(フルート) 

宮崎科学技術館多目的ホール 
お問合せ先：宮崎文化振興協会 

TEL: 0985-41-7004 

 

平成 28 年 2 月 5 日(金) 
11:00～11:30 

一組 500 円(要予約) 
街音では、 
初めての和太鼓と尺八 
若いお二人の演奏を 
お楽しみください！ 

 

 

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

