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【指定管理事業】 

「宮崎市田野児童センター運営」   ２０１６年４月～２０１７年３月 
 

[事業目的/内容] 

 地域の児童健全育成の拠点として地域の幅広い年代の人々と小学校、中学校などの地域の各団

体との交流・協力のもと、子どもの放課後、週末に安全・安心で遊べる場所の提供、異年齢の子

ども同士が人間関係を学びあう場、様々な文化、スポーツ体験を楽しむことのできる地域の子ど

もの居場所としての運営を推し進める。 

 [開 館 日] 月曜日～土曜日（祝祭日、年末年始を除く）１０：００～１７：３０ 

 [来館者数] ２５，５５０名  

[広報活動] 「ＴＡＮＯにこにこ通信」発行 毎月１回（計１２回）、月９２０部発行 

〈配布先〉 宮崎市立田野小学校、七野小学校、田野中学校 他 

 

               田野児童センター 月別来館者数         〖名〗 

月 幼 児 小学生 中学生 高校生 一 般 合 計 

 4 月 166 1,535 17 0 206 1,924 

 5 月 203 1,876 17 0 271 2,367 

 6 月 204 2,227 31 3 321 2,786 

 7 月 259 1,808 31 0 288 2,386 

 8 月 222 631 24 0 270 1,147 

 9 月 202 1,998 19 0 278 2,497 

10 月 213 1,706 27 0 233 2,179 

11 月 157 1,878 38 0 201 2,274 

12 月 159 1,516 22 0 202 1,899 

1 月 174 1,486 25 0 203 1,888 

2 月 212 1,798 18 0 267 2,295 

3 月 188 1,483 14 0 223 1,908 

合 計 2,359 19,942 283 3 2,963 25,550 

月平均 197 1,662 24 0 247 2,129 

 

[所  感] 

 少子化と言われているが、田野地区は新興住宅地に若い世代が増え、毎年新入学児が増えており低学

年の利用数が伸びている。毎日元気あふれる子ども達を見守る中で、色々な子ども同士の問題、学校で

の問題、家族の問題などが見えてくる。そんな子ども達を見守り、地域の人々と協力しながら様々な体

験、交流する事業を進めている。今年度、新規事業として中学生を対象に「TANO 寺子屋」を開始した。

田野まちづくり協議会主催で TANO 寺子屋チームの協力を得ながら地域の人々と宮崎大学、宮崎国際大

学の学生が中学生に学習支援を行っている。次年度以降も継続的な実施につなげていきたい。また、田

野まちづくり協議会のメンバーのさんさんクラブや婦人会の方が児童センターで子ども達と交流する

機会が増えているのも喜ばしい。これからも子ども達が色々な体験を地域の人々とつなぐ場でありたい。 
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[イベント実施回数] １４３回実施   [参加者数] ３，８２３名 

○行事一覧 
  ・工作、お菓子作り等、モノつくり体験 ２８回 

  ・専門学校生とあそぼう！（宮崎医療管理専門学校 実習の場の提供） ２１回 

  ・夏のおわりの夕涼み会  ・クリスマス会 

  ・卓球 ３４回  ・バスケット ４回  ・長なわとび ６回  ・ドッチボール ５回 

 ・その他：サマーキャンプ、読書週間読書クイズ、多読賞表彰式、ドッチボール大会、 

職場体験受入（田野中学校） 

  ・児童館交流スポーツ大会（卓球大会、生目の杜体育館） 

○共催事業一覧 

・TANO おばけやしき（主催：田野まちづくり協議会）    

・たの健康ふくしまつり（主催：たの健康ふくしまつり実行委員会） 

  ・世代間交流事業「紙芝居、人権かるた、ぜんざい振る舞い、自然体験教室」 

（主催：田野まちづくり協議会） 

    ・TANO 寺子屋事業（主催：田野まちづくり協議会、TANO 寺子屋チーム） 

 

        

        

       

- 2 -



【指定管理事業】 

「宮崎市田野地域子育て支援センター業務」   ２０１６年４月～２０１７年３月 
 

[事業目的/内容] 

地域において子育て親子交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の

子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進すること

を目的とする。 

 [実施場所] 宮崎市田野児童センター内  

[開 館 日] 火曜日～土曜日 １０：００～１５：３０(祝祭日、年末年始を除く)    

 [来場者数] ４，５３６名    

[広報活動]  

・「田野しい子育て通信」発行 毎月１回（計１２回）、各５３０部発行 

〈配布先〉 宮崎市田野地区各保育園、幼稚園、宮崎市田野保健センター、宮崎市田野総合支所 

 ・「田野地域子育て支援センターイベント情報ポスター」作成、毎月 1回（計１２回） 

 〈掲示先〉 宮崎市田野地区スーパー、公共施設等６ヶ所 

 

田野地域子育て支援センター月別来館者数 

月 幼児 保護者 その他 合計 開設日数 １日平均 

 4 月   163   118   4   285  21  13.6 

 5 月   198   148   10   356  18  19.8 

 6 月   204   164   13   381  22  17.3 

 7 月   259   202   30   491  22  22.3 

 8 月   220   186   33   439  21  20.9 

 9 月   201   169   14   384  21  18.3 

10 月   214   190    8   412  21  19.6 

11 月   155   136    9   300  20  15.0 

12 月   156   136    7   299  19  15.7 

 1 月   174   143   28   345  20  17.3 

 2 月   219   191   58   468  19  24.6 

 3 月   180   160   36   376  23  16.3 

合 計 2,343 1,943  250 4,536 247 220.7 

月平均 195.3 161.9  20.8   378 20.6  18.3 
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[イベント実施回数] ５５回   [参加者数] １，１１０名 

○主な講座・イベント   

 ・やさしいヨガストレッチ（奇数月、全６回）     ・わらべうたベビーマッサージ（全６回） 

  

 

 

 

 

 

                        

                          ・エコチャレンジ事業 

 ・おやこの健康相談日（全４回）            「環境にやさしいエコ生活講座」 
                                                       平成 28 年 6 月 23 日（水）  

 

 

 

 

 
 

 

 

 ・たの健康ふくしまつり（地域交流）        ・「Nobody’s Perfect」カナダ生まれの 

「足育講座」平成 28 年 2 月 19 日（日）        子育て支援プログラム（1/25～3/1）全６回 

   

                           

 

 

 

 

 

 

[所  感] 

 今年度の特徴としては、利用者のメンバーの入れ替わりがあったが、来場者数、イベントの参加者数

とも昨年度同様の人数で推移している。利用者の傾向としては、田野地域近くに住んでいる親子が多い

が、宮崎市中央地域に住んでいる方もおり、この子育て支援センターを気に入り、週 1回は必ず訪れる

利用者もいた。 

 また、昨年同様２人目・３人目の妊娠・出産も目立ち、妊娠中・出産後の上の子の対応について相談

を受けることが多かった。田野保健センター・母子保健コーディネーターと「親子の健康相談日」等の

イベントを通して気になる家庭について情報を共有し、スムーズな連携をとることができた。 

 親同士の交流の場として「『Nobody’s Perfect』カナダ生まれの子育て支援プログラム」（全６回）

を今年度も取り組んだ。今回は、遠距離の県外から引っ越してきた母親も何人かおられ、中には引っ越

してきたことに、はじめは後悔を感じていた母親もいたが職員からのアプローチでつながりをより深め

る機会を作った結果、母親同士が仲良くなり、知り合いができて良かったという感想や、誘い合って出

かける話もよく聞かれるようになり、交流の場としての機能を果たすことができた。 

 来年度も、親子、母親同士、家族、地域と交流できるような機会を企画していきたい。 
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【指定管理事業】 

「宮崎市きよたけ児童文化センター運営」   ２０１６年４月～２０１７年３月 
 

[事業目的/内容] 

全ての子どもたちが文化活動等を通じて教養の向上と情操の涵養を図り、豊かな創造性を培うこ

とを目的とする。【読書活動】【探究心や想像力を養う学習】【世代間交流活動】【子育て支援活

動】【団体との連携と施設の有効活用】【広報活動】 

 [開 館 日] 火曜日～日曜日（月曜日、年末年始休館）９：００～１８：００   

 [来館者数] ４０,３６８名 

 [施設利用状況] ８ 団体（７６０名） 

[広報活動] 「すずしろ」発行 毎月１回（計１１回）、月４，３００ 部発行 

〈配布先〉 宮崎市清武地区各保育園、幼稚園、小・中学校、かのう児童館、大久保学習センター、 

清武町文化会館、宮崎市社会福祉協議会清武支所、子育て支援センター、宮崎市教育委

員会、宮崎市立図書館、みやざきアートセンター 

 

     きよたけ児童文化センター 月別来館者数〖名〗      月別図書貸出冊数〖冊〗 

月 個 人 団 体 合 計  月 貸出冊数 

 4 月 2,924   678 3,602   4 月   1,055 

 5 月 2,790   802 3,592   5 月   1,162 

 6 月 2,882   615 3,497   6 月   1,123 

 7 月 3,488   672 4,160   7 月   1,388 

 8 月 3,546   523 4,069   8 月   1,294 

 9 月 2,930   303 3,233   9 月   1,096 

10 月 2,641   594 3,235  10 月   1,146 

11 月 3,004     678 3,682  11 月   1,185 

12 月 2,309   267 2,576  12 月   950 

 1 月 2,166   334 2,500   1 月   1,069 

 2 月 2,301   339 2,640   2 月   1,197 

 3 月 2,649   933 3,582   3 月   1,140 

合 計 33,630    6,738 40,368  合 計   13,805 

月平均 2,802   562 3,364  月平均   1,150 
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 [イベント実施回数] ２３０回 実施   [参加者数] ９,９５４名 

○イベント一覧 

 ・絵本読み聞かせ １８回  ・音楽教室        ２３回  ・国際大生と工作 １２回   

 ・工作教室    ２５回  ・館長さんと描こうね時間 １２回  ・幼児工作教室  １１回 

 ・おたのしみ工作 ３３回  ・ペアレンツ講座      ３回  ・おもちゃ広場  ４４回   

 ・その他：箸道、絵本作家講演会、おいでおいで子どもフェスタ、Ｘ’ｍａｓフェスタ、展示 他 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

    絵本読み聞かせ       館長さんと描こうね時間         箸  道 

       

 

 

 

 

 

 

  工作教室          おたのしみ工作         国際大生と工作 

     

 

 

 

 

 

 

幼児工作教室        おいでおいで子どもフェスタ        展 示 

 

[所  感] 

 今年度からスタートした宮崎国際大学の守川先生とアートクラブの学生による「国際大生と工作」は、

学生の新しい感性と発想力で毎回楽しい工作となり、多くの子ども達で賑わった。これにより、更に工

作に興味を持つ児童が増え、清武周辺の児童に留まらず宮崎市内各方面から多くの子どもたちの参加に

繋げることが出来た。また、毎月１回の「箸道」では、段・級位獲得戦を行うことにより意欲的に取り

組む児童の姿が多く見られた。その他、工作教室や子どもフェスタ、展示等についても新しい企画、ア

イデアを多く取り入れ、特色ある事業を展開した。来年度も地域との連携を図りながら魅力ある児童文

化センターにしていきたい。 
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【指定管理事業】 

「みやざきアートセンター運営」（共同体：みやざき文化村） 

２０１６年４月～２０１７年３月 

運営管理：みやざき文化村（NPO 法人みやざき子ども文化センターと NPO 法人宮崎文化本舗の共同体） 

 ［事業目的/内容］ 

   みやざきアートセンターは、文化・芸術を通じて市民が自分たちのまちによりいっそう愛着を

抱き、にぎわいのあるまちを再生すること、オリジナリティのある文化を市民自身の力で育み、

宮崎市の文化力が高まることを目指す施設として、平成２１年１０月１日に開館した。ＮＰＯ法

人宮崎文化本舗との共同体「みやざき文化村」として、みやざきアートセンターの企画運営を行

っている。 

 ［開館時間］ １０：００～２２：００（火曜日：１０：００～１８：００） 

 ［体 制］ センター長・学芸・設備・教育普及 

 ［来館者数］ ２２２，４５６名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【企画展、及び自主事業】                     

・ビートたけしのアートが１００展！アートたけし展 

・チームラボアイランド 

踊る！美術館と、学ぶ未来の遊園地！ 

・神の手・ニッポン展 

・生賴範義Ⅲ THE LAST ODYSSEY 

・ワンダーアートスペース（第５回） 

・冨永ボンド展 in みやざきアートセンター 

 

 

[所  感] 

文化芸術の拠点として、中心市街地の活性化に寄与してきた。今年度は企画展だけで 100,000 人を超

える入場者があり、特にチームラボアイランドでは 65,000 人の参加者があった。学芸員をはじめ職員

の努力もあり様々な企画展が開催されアンケートの評価も高かった。これからも多様な催事を行う事で

宮崎市民の文化に対する興味を広げていきたい。  

【委託事業】 

・第４１回宮崎市美術展 

・平成２８年度 

花と緑のボランティア人材育成・啓発事業 

【共催企画】他      

・第６回みやにち夢ひろがる小品展 

・ヤギノ会展 ・第４７回宮日ジュニア展 

・まちなかアートスタジオ   

・スタッフ研修 ・貸し館業務 ・太陽のひろば 

・みやざきアートセンター運営評価委員会 
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【委託事業】 

「宮崎市江平児童クラブ(２クラブ)・江平第二児童クラブ運営」 

                       ２０１６年４月～２０１７年３月 

 [事業目的/内容] 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了した後等

に小学校の余裕教室等を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、児童の健全育成を図ることを目

的とする。 

 [実施日数] ２９３日（月曜日～土曜日 ※祝祭日、年末年始を除く） 

 [開設時間] 月曜日～金曜日（放課後～１８：００）、 土曜日・長期休暇（８：００～１８：００） 

[登 録 者] 江平児童クラブ ①４８名 ②２８名、江平第二児童クラブ ４３名 

[利用者数] 江平児童クラブ 延べ ①９，０８２名 ②５，９８４名 

     江平第二児童クラブ 延べ ８，４４８名 

[イベント実施回数] 江平児童クラブ（２クラブ） ９３回、江平第二児童クラブ ９３回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
[所  感] 

今年度より学校内の教室を利用した児童クラブが新たに設置され、計３つの児童クラブを運営。この

ことにより、江平小学校における児童クラブ待機児童の数は減少したようであるが働く親たちの増加に

より、児童クラブの希望者数は年々増えている。 
 多様な親たち、多様な家庭、多様な子どもたち・・・対応する支援員たちへの技術も求められる。し

かし、子どもたちの日常は昔も今も大きく変わらない。学校に行って、勉強して、帰って（児童クラブ

に）おやつ食べて、宿題をして、友達と遊んで、ふざけて、騒いで、笑って、喧嘩して、泣いて・・・

子どもたちの世界にホッとすることもある。してはいけないこと、守らないといけないこと、大切にし

なくてはならないことをきっちり伝えながら、子どもたちの日々を見守りたい。  
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【委託事業】 

「宮崎市田野児童クラブ運営」   ２０１６年４月～２０１７年３月 
 

 [事業目的/内容] 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了した後等

に小学校の余裕教室等を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、児童の健全育成を図ることを目

的とする。 

  ［実施日数] ２９０日（月曜日～土曜日 ※祝祭日、年末年始を除く） 

［開設時間] 月曜日～金曜日（放課後～１８：００）、土曜日・長期休暇（８：００～１８：００） 

［登 録 者] １９名 

［利用者数] 延べ ３，５３９名 

［イベント実施回数] １４４回 

 

    

  

   

 

［所  感］ 

今年度の田野児童クラブは、１，２年生２０名でスタートした。 
 ４月１日から、小学生として過ごすことになった１年生。クラブはまるで保育園のようだった。子ど

も達は、支援員の声掛けになかなか反応してくれない。 
 まず私たちは「あいさつ」と「返事」に力を入れることにした。帰ってきたら「ただいま」、名前を

呼ばれたら「はい」。「ありがとう」「ごめんなさい」は支援員が率先して言うよう心がけた。しばら

くすると、少しずつだが声掛けに対する反応が出はじめ夏休み明けには「ただいま」と笑顔で帰ってく

る子ども達が増えた。「ありがとう」「ごめんなさい」という声もたくさん聞こえるようになった。子

ども達が生活の中から学び成長していく姿を目の当たりにでき、とても嬉しく感じた。 
 平成２９年度も田野児童クラブは、１，２年生２０名でスタートする。新年度も当たり前のことを、

こつこつと支援していきたいと思う。 
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【委託事業】 

 宮崎市「生き活き地域子育て活動応援事業 in 田野児童センター業務」 
 

[事業目的/内容] 

核家族化や都市化の進行により、地域において子育てを支援する体制が薄れつつあり、子育て中

の親子や子どもの孤立化が懸念されている。 

 このような中、田野児童センターにおいて、地域の高齢者などの知恵や経験を織り込んだ講座や

世代間交流等を開催し、「地域と子育て家庭の連携推進」や「元気な高齢者が活躍できる場の創出」

等を図ることにより、子どもを地域社会全体で育て支える仕組みづくりを促進していく。 

 

 [事 業 名]  夏のおわりの夕涼み会 

[実 施 日]  平成２８年８月２７日（土） 

[場 所]  田野児童センター   [参加者数] １４７名 

[講 師]  パフォーマー「フルハウスサーカス団」、バンド「HOLY NIGHT」 

[内   容]  地域の子どもから高齢者まで夏祭りのイベントを楽しみ、世代間交流を促進する。 

 

 [事 業 名]  クリスマス会 

[実 施 日]  平成２８年１２月１７日（土） 

[場 所]  田野児童センター   [参加者数] １１４名 

[講 師]  似顔絵「外山崇壽」、パフォーマー「フルハウスサーカス団」 

[内   容]  地域の子どもから高齢者までクリスマスのイベントを楽しみ、世代間交流を促進する。 

   

  [事 業 名]  みんなでぜんざいを作って食べよう！ 

[実 施 日]  平成２９年２月２４日（金） 

[場 所]  田野児童センター   [参加者数] ７１名 

[講 師]  田野まちづくり協議会、田野町地域婦人連絡協議会 

[内   容]  子ども達と高齢者で協力してぜんざいを作って食べる。 

 

[所  感] 

この事業を活用して、児童センターで実施している事業の内容をさらに充実させることができた。 

「みんなでぜんざいを作って食べよう！」では婦人会の方々と子ども達がとても楽しそうにふれあい、

美味しいぜんざいを食べることができた。「夕涼み会」では素晴らしい音楽を聴き、楽しいパフォーマ

ンスを体験した。「クリスマス会」の似顔絵はみんなとても楽しみに順番を待ち、親子や友達と一緒に

描いてもらう姿も見受けられた。 

次年度も子どもから高齢者まで楽しめるイベントを充実させていきたい。 
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【委託事業】 

 宮崎市「平成２８年度まちんなかプレイパーク事業」 ２０１６年７月～２０１７年３月  
  

[事業目的] 

プレイパークは中心市街地を単なる商業地としてだけではなく街が人を育て、互いに学びあい 

人々の生きる場所としてとらえ直し、文化的、教育的なアプローチから街の機能を活性化させるた

めの事業である。「０歳から１００歳（超えても）の合唱団」として、街に来て、街で歌い、街を

楽しみ、街を元気づけ活性化すると共に多世代が集い交流する場をつくることを目的とする。 

[実施回数] １２回 

[開催場所] みやざきアートセンター、中心市街地空き店舗、よってんプラザ、宮崎駅前自治公民館 

      山形屋四季ふれあいモール 

[登録者数] ３０名   [参加者数] 延べ１５２名  [指導者] 柏田ゆかり 

［内   容］  

  「街の合唱団」として、歌の上手下手の観念に囚われず、歌うことが好き、みんなと歌いたい人 

 たちが集まり毎月２回土曜日に街中で練習を行う。 

 ＜曲目＞ 里の秋・虫の声・秋祭り・山野音楽家・みんながみんな英雄・雪・冬の夜・春が来た・ 

     春よ来い・早春賦 

  ＜ステージ出演＞ １１月１８日（金）イルミネーション点灯式（会場：みやざきアートセンター）  

            １月２８日（土）大街市ステージ（会場：山形屋四季ふれあいモール）  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [所  感] 

  １５年ほど続けてきた“まちんなかプレイパーク”を大きく形を変えての実施となった。 

  街に出かけていくことがただ「買い物」や世代の違う仲間と語らうなどの個人が街を楽しむだけで

はなく、街の中に歌声が流れることで街が明るく、楽しくなることが街の活性化の一端を担う「街の

合唱団」。０歳から１００歳超えまで一緒にうたう・仲間になるというスタンスの事業でもあること

から、練習時には３歳から８６歳までのメンバーが集まり、歌い、笑い、会話しと楽しい時間を過ご

している。 

気負わず楽しい合唱団ではあるが、専門の先生が指導についてくださっているので本格的な基礎練習

から行っている。「街市」等、街中でのイベントに出ることでモチベーションも上がり“街で歌う”こ

との意識も高まっている。 

来年度は「街の合唱団」の存在をもっと多くの人に知ってもらい、メンバーの数が増えることを目指

したい。 

初ステージ！イルミネーション点灯式 

ストリートピアノで練習！ 練習開始は神武様の日 
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【委託事業】 

宮崎市「平成２８年度ふるさと文化学習支援事業」  ２０１６年４月～２０１７年３月 
 

[事業目的/内容] 

宮崎市教育委員会より委嘱された講師が「ふるさと先生」として、宮崎市内の小中学校から申

請のあった学校に行き、クラス単位で授業を実施する。講師や学校側（担任の先生方）の３者で

話し合いを重ねながら、どのような授業を創っていくかをコーディネートし、授業当日は授業の

サポーターとして出席する。 

[実施回数] １４５回   [実施単位数] ３０２単位   [参加児童・生徒数] ４，６４８名 

[実施小学校数] ２９校   [実施中学校数] ６校 

[実施学校] 

【小学校】檍小学校、青島小学校、生目台東小学校、池内小学校、瓜生野小学校、江平小学校、 

大久保小学校、大塚小学校、大宮小学校、大淀小学校、小戸小学校、加納小学校、木花小学校、 

清武小学校、江南小学校、佐土原小学校、潮見小学校、高岡小学校、田野小学校、恒久小学校、

那珂小学校、東大宮小学校、広瀬西小学校、古城小学校、宮崎小学校、宮崎西小学校、宮崎東

小学校、宮崎港小学校、宮崎南小学校、 

【中学校】赤江中学校、生目台中学校、清武中学校、住吉中学校、高岡中学校、宮崎西中学校 

 

授業実施内容一覧 

ふるさと先生 授  業  内  容 

芥川 仁 写 真 
写真集からメッセージを読み取る。児童生徒それぞれが関心のある物の写

真を撮り、お互いに鑑賞し、先生より講評をしてもらう。 

猪崎 悦子 自然環境 
学校の校庭や近くの公園でのネイチャーゲーム。（自然の中の葉っぱや

石、小枝などの役割をみんなで楽しく学ぶ） 

伊藤 五惠 造 形 

器の歴史や粘土のことについて話し、子どもたちの間を丁寧に回り陶器作

りを指導し完成に導く。粘土をこねて形を作り、釉薬を塗る（学校で）窯で

焼き上げる(伊藤さんの工房)。 

井上 恵子 箏 
筝の話、先生の演奏を聞いた後、実際に子どもたちが琴柱をたて、音を調

節し、「さくら」を演奏する。 

岩切 邦光 和太鼓 
和太鼓の歴史、素材などの構造についての説明。新聞紙のバチで太鼓をた

たく練習をする。あいさつや感謝の言葉の大切さを、太鼓を通して教える。 

桂 歌春 落語 落語の歴史、落語の実演、言葉あそび、川柳を作る。 

金丸 二夫 デザイン 

消しゴムで自分の印鑑をつくることから始まり、自分の好きな葉っぱの絵

を描き色を塗り、トリミングして額に入れひとつの作品とする。また、「木」

の一字を横幅 3.5m の布にクラスのみんなで墨を使って書く。 

後藤 麻夫 立体造型 

作品鑑賞、自身のハリウッドでの活動をもとに映画制作についての話しを

し、手で物を作るということ、手で触れてほしいという思いを語り、子ども

たちの目の前で粘土でのゴリラ等の作成パフォーマンスを行う。 

小牧 宗芳 茶 道 
茶道の心構えや作法について、ビデオを使って説明。お茶を点て、運び方、

いただき方を一つ一つ指導する。きれいな立ち居振る舞いを学ぶ。 

三遊亭 天歌 落語 
落語とは何か、楽しみ方。なぜ人前でしゃべられるのか。落語実演。 

寿限無や所作の体験と実演。 

土田 浩 チェロ チェロの演奏。楽器の構造を説明。チェロの体験演奏。指揮の体験。 
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中川 美香 
キャリア教育 

国語（文章） 

講義 新聞記事に込められた「思い」。体験！記者会見 班ごとに新聞社

名と代表記者を決め、記者会見を開く。その後、班ごとに編集会議をして模

造紙に記事を書き発表。講評とまとめを行う。 

長友 裕子 美術 
ティッシュボックスでつくる小さなライトボックス作りを行った。セロフ

ァンの色の重なりで微妙に違う色のコントラストを楽しんだ。 

中村 禎子 合 唱 
歌詞を大切にし、意味を理解して歌うこと。自分なりのイメージを持って

心を込めて歌うことを学ぶ。 

永山 智行 演 劇 

体と言葉を使ったいろいろな遊びを通して（ボールを使ったゲームや区切

った時間の中で活動するゲーム）、他者とのコミュニケーションの困難さや

喜びを体験する。 

服部 央 打楽器 
グループに分かれ、身体を使ってリズムを作る。太鼓（ジャンベ）やタン

バリンで掛け合いをしながら、リズムを楽しむ。 

藤野 忠利 絵 画 

 「教えない、困らす、不便を与える」という方針のもと、合同制作として

段ボールハウスや模造紙を使っての大きな絵の作成を行うとともに、個人制

作としても毎回多様なプログラムを準備する。 

松本 英揮 環境 
DVD・パソコンやスライドを通して、世界の環境問題や取り組みについて

学習する。地図帳を使い日本や世界の都市や場所を確認する（地図を読む） 

みのわそうへい 
コンテンポラ

リーダンス 

音楽に合わせて体を動かし、ダンスを楽しむ。子どもたちの聞きなれた

身近な曲を使い、テーマを与え、グループでの創作活動を行う。 

村上 由哲 津軽三味線 
心構えや呼吸法、姿勢のこと、三味線の説明があり「ソーラン節」を目標

に実際に三味線に触れ、演奏する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[所  感] 

今年度は新たに４名の方がふるさと先生となられた。伊藤慎一朗さん（景観）、三遊亭天歌さん（落

語）、土田浩さん（チェロ）、中川美香さん（文章）である。今までにないジャンルが増え、子どもた

ちは新たな出会、新たな発見していた。４名の方のこれからの取り組みが期待される。 

世の中の流れで印象深かったのは、芥川さんの「写真」の講座である。携帯・スマートフォンの普及

により児童の家庭にデジタルカメラがないところが多くなり、授業実施ができない学校もあった。また、

新聞を使って太鼓のバチを作る岩切さんの「和太鼓」では、新聞を取っている家庭が少なくなっており、

各児童一日分の新聞の準備をお願いすると先生方が困られるなど、ふるさと先生を通して社会がいろん

な形でスピードを持って変化していることが見えてくる。 

しかし、子どもたちへ思いをしっかり伝えようとする、ふるさと先生たちの気持ちは変わらず、常に

前向きで工夫を重ねられている。その思いを大切に支えられるよう、一つひとつの授業に向けて力を注

いでいきたい。 
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【委託事業】 

宮崎市「平成２８年度スクールコンサート事業」  ２０１６年４月～２０１７年３月 

[事業目的/内容] 児童生徒に優れた音楽・演劇などの生の鑑賞機会を学校において提供する。 

[実施小学校数] １６校       [実施中学校数] ６校    ［支援学校］ ５校  （合計２７校） 

[演奏個人・団体数] １２団体   [参加児童・生徒数] １０，１２８名 

No 学校名 公演団体 日   程 人 数 

1 学園木花台小学校 橘太鼓 響座  5 月 27 日（金） 9:40～11:30 420 

2 宮崎西小学校 宮崎市消防団音楽隊  6 月 16 日（木） 9:50～10:50 350 

3 佐土原小学校 宮崎市消防団音楽隊  6 月 16 日（木）13:45～14:45 330 

4 高岡小学校 Kanchan＆NG’s  6 月 22 日（水）10:40～12:00 180 

5 浦之名小学校 んまつーポス  7 月 1 日 （金）13:30～14:30  13 

6 鵬翔中学校 Music Cocktail  8 月 23 日（火）11:00～12:20 200 

7 県立せいりゅう支援学校 アンサンブル宮崎  9 月 14 日（水）10:30～11:30 120 

8 生目小学校 こふく劇場 
10 月 13 日（木） 8:30～12:00 

       ※２ステージ  
550 

9 県立みなみのかぜ支援学校 
Music Cocktail ＜新規＞ 

（ポップス） 
10 月 18 日（火）13:30～14:30  87 

10 檍小学校 宮崎ｼﾃｨﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 10 月 20 日（木） 9:45～10:45 700 

11 恒久小学校 宮崎ｼﾃｨﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 10 月 20 日（木）14:00～15:00 540 

12 木花中学校 こふく劇場 11 月 1 日（火）14:00～15:30 350 

13 宮崎港小学校 橘太鼓 響座 11 月 2 日（水） 9:40～11:20 450 

14 県立中央支援学校 Music Cocktail 11 月 8 日（火）13:30～14:30 285 

15 生目台東小学校 宮崎ｼﾃｨﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 11 月 10 日（木）14:00～15:00 300 

16 潮見小学校 宮崎ｼﾃｨﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 11 月 10 日（木）10:00～11:10 680 

17 日向学院中学校 橘太鼓 響座 11 月 11 日（金） 9:10～10:40 420 

18 加納小学校 村上三絃道 11 月 11 日（金） 9:30～11:10 960 

19 池内小学校 外山友紀子と仲間たち 11 月 21 日（月） 9:35～10:45 293 

20 赤江中学校 村上三絃道 12 月 8 日（木）14:00～15:30 525 

21 日章学園中学校 アンサンブル宮崎 12 月 8 日（木）13:20～14:40 123 

22 県立明星視覚支援学校 Music Cocktail 12 月 15 日（木）13:50～15:30  40 
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23 大塚中学校 
アオイスタジオ ＜新規＞ 

演劇（ミュージカル） 
12 月 16 日（金）14:30～15:40 730 

24 県立赤江まつばら支援学校 Music Cocktail 12 月 19 日（月）13:10～13:55  63 

25 江南小学校 
谷口潤実と仲間たち＜新規＞ 

 （ポップス） 
12 月 20 日（火）10:20～12:00 330 

26 国富小学校 宮崎市消防団音楽隊  2 月 9 日（木）13:45～14:35 910 

27 大久保小学校 谷口潤実と仲間たち  2 月 24 日（金）13:30～14:30 179 

 
合  計 ２７校：２８ステージ 10,128 

 
んまつーポス アート遠足（芸術劇場）       Music Cocktail （ポップス）＜新規＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 外山友紀子と仲間たち             アオイスタジオ（ミュージカル）＜新規＞ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[所  感] 

 宮崎市からの委託事業でスクールコンサートを年間２７校で行い 10,128 人の子どもたちに生の音楽

や演劇、ミュージカルを届けることができ、体育館が非日常の空間になり仲間と一緒に共感し合う貴重

な時間であった。今年度は学校の先生からの希望でアオイスタジオのミュージカル（幻想～イリュージ

ョン～）が初めて行われた。舞台装置に時間はかかったが照明や音響が入り宮沢賢治（銀河鉄道の夜）

の世界に生徒も入り込めた様子だった。 

 また、宮崎県立支援学校５校すべてでスクールコンサートが実施できたことは子どもたちにとってい

い機会ができたと思う。 

これからも児童生徒にとって鑑賞する機会がもっと増えるように様々な努力をしていきたい。 
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【委託事業】 

宮崎市「平成２８年度夢創り人活性化事業」   ２０１６年４月～２０１７年３月 
 

[事業目的/内容] 

いろいろな経験により体得した技術・技能・知識などを持たれた方が「夢創り人」（生涯学習ボ

ランティア）として登録し、宮崎市内に在住・在勤・在学する５人以上のグループまたは団体の要

請に応じて、ともに学習や指導を行う。 

[実施回数] ２４０回   

[登 録 数]【個人】１２９名  【団体】３２団体 

[参加者数] ９，２１８名 

[実施団体] 学校（小･中･高）、ＰＴＡ、家庭教育学級、児童館・児童クラブ、育児サークル、幼稚園、

保育園、デイサービス等高齢者関連施設、病院、企業、自治会等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[所  感] 

毎年開催している交流広場は、毎月第４土曜日に開催されている「街市」の中での開催となった。小

雨の降る寒い日ではあったが、多くの市民が体験に立ち寄り、夢創り人との交流を楽しんでいた。 

今年度も申請が多く１１月３０日で平成２８年度夢創り人の受講申請受付は終了となった。当団体の

ホームページ上で受け付け終了のお知らせをし、その後は電話で問い合わせ・申し込みをされる方々に

丁寧に事情をお話した。このことで大きなトラブルはなかったが、夢創り人は宮崎市でもとても人気の

ある講座であり、地域であったり、ＰＴＡであったり、デイサービスであったりと多様な分野の方々が

多様な使い方をしている。申請をお断りする事態になっても、理解してくださる市民の方々の優しさに

応えるためにも、丁寧な応対で向き合っていきたいと思う。 
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【委託事業】 

宮崎県「ファミリーサポートセンター強化推進事業」 ２０１６年４月～２０１７年３月 
   

［事業目的］ 

就労形態や家族形態の多様化に伴い、子どもの一時的な預りや保育所等への送迎等のニーズが高

まっており、住民による相互援助の子育て支援の仕組みであるファミリー・サポート・センターの

体制の充実及び円滑な実施を図ることを目的とする。 

［内   容］ 

  ①ファミリー・サポート・センター事業等担当者研修会 

   日  時：平成２８年１１月２９日（火）１０：００～１５：００ 

   場  所：宮崎市民プラザ 大会議室 

   内  容：「特に配慮を要する児童への対応等及び子どもの発達と心理」 

          講師：足立 昭彦氏（Brain-lab 代表） 

「ファミリー・サポート・センター及び子育てサポート事業の概要説明及び現状について」   

「ファミサポ・子育てサポート事業に係る意見交換会」 

   参加人数：３７名（各市町村担当者） 

   

②地域住民に対するファミリー・サポート・センター周知広報 

   配布数：２５，０００部   

   配布先：宮崎県内各市町村担当課、保育所･幼稚園･認定こども園、児童クラブ･児童館･子育て支

援センター等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[所  感] 

 担当者研修会では、「特に配慮を要する児童への対応等及び子どもの発達と心理」と題し、「脳」の

分野から男性と女性の違い、また障がいのある子どもの対応について、とても分かりやすく話してくだ

さり、社会が多様化し生活がデジタル化していることで、心の成長の鈍化が進んでしまうとも危惧され

ていた。特に配慮を要する児童というのは、特別ではないとのお話もされ、人それぞれが違うことが当

たり前であるが、なぜこのような考え、動きをするのかを知ることで対応できるようになると話された。 

作成した冊子には、新しく「子育ての昔と今」という子育ての違いを掲載し、子育て中の方だけでな

く幅広い年齢の方に手に取ってもらい、このようなサポートがあることを知って頂きたいと思う。 
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【委託事業】 

宮崎県「平成２８年度知事とイクメンパパの家事・育児参加事業」 
   

［事業目的］ 

安心して子どもを生み、子育てを楽しく充実したものとするためには、父親の積極的な育児・

家事への参加が重要となることから、子育て中の父親に、知事と一緒に妊婦体験スーツを装着し、

家事・育児の体験や料理を作りその場で子どもや母親に食べてもらうイベントを実施する。その

ことで母親の妊娠中お腹にかかる負荷や同時にかかる家事等の体への負担を体験し、共同して家

事等を行うことの重要性を再認識してもらうとともに、その様子をマスコミに取り上げてもらう

ことで、父親の積極的な育児参加の気運の醸成を図る。 
[実 施 日] 平成２９年２月４日（土）９：３０ ～ １３：３０ 
[実施場所] 宮崎市青少年プラザ 
[参 加 者] 知事、親子５組（計２１名） 
[司   会] 伊豆 謡子氏 
①育児体験 
内  容：乳児の抱っこの仕方、オムツ交換 

育児指導者：宮崎県助産師会副会長・古賀総合病院師長 田中 優子氏  

  ②家事体験 

   内  容：掃除機掛け、洗濯物たたみ、おもちゃ片付け 

   家事指導者：宮崎県助産師会副会長・古賀総合病院師長 田中 優子氏 
  ③料理体験 
  内  容：料理教室 

メニュー：ブランドポークの生姜焼き、カブと豆腐の味噌汁、キュウリの塩昆布和え、ごはん  
    料理指導者：宮崎調理製菓専門学校 橋口 香奈氏 
   料理補助者：宮崎調理製菓専門学校 生徒３名   
  ④修了証授与式 
   内  容：記念撮影、修了証授与  

⑤その他 
・フラワーアレンジメント（保護者と子どもを対象） 
講 師： 船ケ山 貴士氏（FLEURETTE 花や） 

・マスコミについて 
   MRT 番組「おしえてみやざき」平成２９年２月１８日（土）９：３０放送   

   
 

 

 

 

 

[所  感] 

 今回初めての取り組みとして妊婦体験スーツを装着し、料理教室だけではなく、家事や育児体験を取

り入れ実施した。体験中は、講師の方からお腹に負担のかからないような動作を心掛けるよう説明をい

ただき、注意の必要な動作がみられた時は、イエローカードを出し、その都度アドバイスをしていただ

いた。お父さん達が料理や家事体験をしている間、保護者と子どもたちには、バレンタインにちなんだ

フラワーアレンジメントの製作をしてもらい、父親の作った料理の並ぶテーブルに飾り、おいしい食事

と楽しい団らんのアクセントとなり非常に喜んでいただけた。 
昨年に比べ内容は増えていたが、料理教室の時間が短縮できたことで、時間に余裕をもって進行、プ

ログラムを終了する事ができた。 
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【委託事業】 

宮崎市「こどもきらめく音の祭典」（第２１回宮崎国際音楽祭関連イベント） 
   

［事業目的/内容］ 

宮崎の未来を担う子どもたちが一流の芸術に気軽にふれられる機会を創出することで、将来に

わたり文化芸術に一層興味を持ち親しみ続けていくことを目的に、宮崎国際音楽祭の関連イベン

トとして子どもたちを対象に音楽会を開催する。 

[主   催] 宮崎市 

 [実 施 日] 平成２８年５月７日（土） 

 [実施場所] 宮崎市民文化ホール 大ホール 

 [来場者数] ８２２名 

 [出 演 者] ゲスト 小林 美樹（ヴァイオリニスト） 

 団 体 宮崎市立住吉南小学校合唱部、宮崎市立大淀中学校合唱部、 

宮崎シティフィルハーモニー管弦楽団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[所  感] 

未就学の子どもを持つ親子にも気軽にコンサートに来てもらいたい、このコンサートでコンサート

デビューができるようにと「親子ではじめるコーラス＆クラシック」と題し、コンサートでのちょっ

としたマナー（携帯電話）や疑問（拍手のタイミング）などの聴き方講座も取り入れ、小さな子ども

たちも一緒に歌うことができる選曲を行った。また、無料の中学生以下のお客さんにも「チケットを

持ってコンサートに行く」体験をしてもらいたいとチラシに招待券を印刷するなど、コンサートに行

く楽しみの工夫も行った。 

 ゲストと出演する子どもたちとの出会いの時間が限られているため、今後はゲストと子どもたちと

のつながりをもう少し作れるよう考えていきたい。 
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【委託事業】 

宮崎県「みやざき子育てサポート事業」   ２０１６年４月～２０１７年３月 
 

[事業目的] 

   地域の子育て支援機能の充実を図る。 

・子育て家庭が、急な残業や出張、冠婚葬祭、子どもが病気の時（病気回復期）などに、一時

的な預かり保育ができる仕組みを県下全域において構築する。 

・ファミリーサポートセンター未設置市町において設置に向け、事業促進を行う。 

[登録者数] サポート会員登録者数 １７３名  利用会員登録者数 １６６名 

〈各市町村別〉                                    

市町村名 宮崎市 串間市 高千穂町 高原町 綾 町 国富町 

サポート会員数 67 14 18 10 9 18 

利用会員数 112  26 11 6 0 2 

 

市町村名 西都市 新富町 木城町 川南町 都農町 延岡市 

サポート会員数 6 6 3 13 1 0 

利用会員数 1 5 0 0 0 1 

 

市町村名 都城市 えびの市 高鍋町 椎葉村 五ヶ瀬町 

サポート会員数 1 1 5 1 0 

利用会員数 1 0 0 0 1 

 

[預り件数] 病後児預り ３２件、 通常預り ２２１件  合計 ２５３件 

〈実施市町〉   

市町村名 宮崎市 串間市 高千穂町 高原町 西都市 新富町 

病後児預り  30 1 0  0 1 0 

通常預り 207  2  2 1 4 5 

合計件数 237 3  2 1 5 5 

 

［実施内容］ 

〇サポート会員養成講座 修了者数 ６７名                                                   

市町村名 開催日 参加者 保育実習 参加者 修了者 

国富町・綾町 

（合同開催） 

7 月 6 日(水)・13 日（水） 9 名 7月15日（金）･19日（火） 5 名 8 名 

2 月 2 日(木)・8（水） 18 名 2 月 10 日（金） 9 名 10 名 

高千穂町 7 月 8 日(金)・15 日（金） 7 名 7 月 20 日（水） 3 名 6 名 

串間市 7 月 21 日(木)・28 日（木） 12 名 8 月 3 日（水） 5 名 8 名 

高原町 9 月 7 日(水)・14 日（水） 7 名 9 月 15 日（木） 3 名 6 名 

宮崎市 9 月 8 日(木)・9日（金） 15 名 9月14日(水)・15日（木） 6 名 8 名 

木城町・川南町 

都農町（合同開催） 
12 月 5 日（月）・12 日（月） 22 名 

12 月 13 日（火） 

・14 日（水）・22 日(木) 
19 名 13 名 

西都市・新富町 

（合同開催） 
12 月 8 日（木）・15 日（木） 5 名 12 月 19 日(月)・21 日（水） 8 名 8 名 
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〇フォローアップ講座（事業説明会を含む）                                                  

市町村名 開催日 参加者 人数 

高千穂町 12 月 16 日(金) サポート会員・利用希望者 10 名 

高原町 2 月 23 日(木) サポート会員・利用会員・利用希望者 22 名 

 

〇マッチング交流会                                                 

市町村名 開催日 参加者 人数 

串間市 2 月 28 日(火) サポート会員・利用会員 14 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[所  感] 

ファミリーサポートセンター設置に向けて重点地域が５市町から１０市町へと増えた。各市町とは講

座の内容や目的を話し合い、広報や課題についても検討、協議しながら事業の推進を図った。 

本年度、新たに広域連携で養成講座を行うことでサポート会員希望者が近隣市町の講座への参加が可能

となりサポート会員の増加につながった。また、子育て支援関係者に現会員の声が聴ける動画を用いた

広報活動や利用会員の登録受付を各市町窓口で対応することが可能になったことで事業の理解が深ま

り、利用会員も増加することができた。 

会員数が増えたことにより養成講座だけでなく、サポート会員の活動実践の復習、モチベーション持

続に努めるためのフォローアップ講座、利用会員が大幅に増加した串間市では、サポート会員、利用会

員のマッチング（顔合わせ）を目的とした交流会を実施した。交流会に参加した利用会員からは、「サ

ポート会員がどんな方が不安だったが、知り合え安心した。」という声を聴くことができた。 

次年度も引き続き新たに作成したリーフレット等を用いて、事業周知と会員募集を市町と連携しなが

ら積極的に推進を図っていくことが求められる。しかし、各市町によって状況が違うため、今後も県、

市町と密に情報共有等を行いながら事業を進めていく必要があると考えている。 
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【委託事業】 

「宮崎県医師会女性医師保育支援サービスモデル事業」 

２０１６年４月～２０１７年３月 

［事業目的/内容］ 

子育て中の女性医師等が、急な残業や出張、子どもが病気の時（病気回復期）などに、安心し

て子どもを預けることができる一時的な預り保育のサポートを支援するもので、宮崎県医師会より

委託を受け実施。 

   また、担当のサポート会員の都合が悪い場合でも対応できるよう他のサポート会員がシフト制

で待機し、より確実に援助を行える体制を整える。 

 

[利用会員対象者] 宮崎市内在住の生後６ヶ月から１２歳までの子どもがいる女性医師等 

[利用会員] ３３名    [サポート会員] １９名 

[預り件数] ８０件（通常預り ７２件、病後児預かり ８件、預かり人数 １６１名） 

[サポート会員養成講座] ＜対象者：みやざき子育てサポートセンター サポート会員＞ 

平成２８年９月２３日（金）・１０月５日（水） 宮崎県医師会館 

講師 荒木 早苗氏（宮崎県医師会常任理事）、糸数 智美氏（どんぐりこども診療所院長） 

[全体顔合わせ会] 平成２８年１０月２２日（土）１４：３０～１６：３０（宮崎観光ホテル） 

        参加者数８０名（利用会員及び家族・サポート会員・関係者等） 

[制度概要図] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[所  感] 

本年度は担当のサポート会員が援助活動を行うだけでなく、シフト制で待機しているサポート会員に

よる援助活動もあったことから、利用者である女性医師にとって信頼と安心のシステムとなり、またサ

ポート会員にとっては取り組みやすい活動のシステムとなったようだ。 

全体顔合わせ会では、ゆっくりとお話ができ、それぞれの利用の仕方についても細かく聞き取りをす

ることができた。その結果も利用実績につながっていると思われる。 

サポート会員を増やすため、子育てサポート事業の養成講座（基本講座）へ宮崎県医師会の理事に説

明に来ていただいたことで、７名のサポート会員を増やすことができ、援助活動の体制・実施をするこ

とが可能となった。しかし、利用会員も増え、サポート会員の負担も増えてくるため今後もサポート会

員を増やしていく必要がある。 
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【委託事業】 

宮崎県「里親普及促進センター設置運営業務」   ２０１６年４月～２０１７年３月 
 

[事業目的] 

社会的養護が必要な児童の養育について、より家庭的な環境で 
愛着形成を図ることができる里親等への委託を推進する。 

[実施内容] 

４月１日付にて『里親普及啓発センターみやざき』から『里親普及促進センターみやざき』と

改称し、宮崎県内３地区の各児童相談所に里親委託等推進員を２名ずつ配置。宮崎県こども家庭課、

各児童相談所をはじめとする各関係・支援機関と連携し、里親希望者からの相談窓口対応、里親制

度の普及啓発、里親希望者への研修実施、さらに里親委託等推進員を通して家庭訪問等の里親支援

業務を実施。 

 

 

（１) 相談窓口：月曜 ～ 金曜 １０：００～１８：００ 

対応件数：５８件 

〔電話：３０件、来所：１８件、e-mail：５件、説明会：４件、郵便：１件〕 

 

（２) 里親制度普及啓発講演会の開催 

日  時：平成２９年３月４日（土）１３：３０～１６：００ 

会  場：ＪＡアズム別館 ３０２研修室 

来場者数：７１名 

講  師：森田 ゆり氏（エンパワメント・センター 主宰） 

「里親になるということ ～子どものエンパワメントとしての家庭養護～」 

 

（３) 里親制度説明会（市町村出前研修）の開催 

里親制度説明と国と宮崎県の取り組み等につき県内１０市町村にて説明会開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回数 地域 開催日 会場 参加者 

１ 宮崎  ５月２２日（日） 宮崎市男女共同参画センターパレット １４名 

２ 延岡  ５月２８日（土） 延岡市社会教育センター １１名 

３ 国富  ８月 ５日（金） 国富町役場 ４名 

４ 都農  ８月２６日（金） 都農町役場 １０名 

５ 都城  ９月１０日（土） 高城生涯学習センター ５名 

６ 椎葉  ９月２３日（金） 椎葉村役場 ２１名 

７ えびの １０月 ８日（土） えびの市文化センター ４名 

８ 高千穂 １０月１４日（金） 高千穂町中央公民館 ３名 

９ 新富  ２月 ４日（土） 新富町総合交流センターきらり ２名 

１０ 門川  ２月１１日（土） 門川町役場 ３名 

   参加者合計数  ７７名 
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（４) 里親研修（対象者：里親登録希望者、既里親登録者） 

■養育里親対象（養子縁組希望里親含む） 

・里親登録申請に必要な基礎研修と 

認定前研修の両研修修了者数：２２世帯 ３２名 

（昨年度新規登録者数の約３倍増） 

※平成２８年度里親登録数：１２３世帯 ２１５名 

 

＜養育里親 基礎研修＞ 

①基礎研修〔講義・演習〕… １日間 

会場 日 程 会 場 受講世帯数人数 

宮崎  ６月１１日（土） 宮崎市男女共同参画センター １７世帯２５名 

宮崎 １０月１２日（水） 宮崎県庁９号館 ７世帯 ９名（聴講生１名含） 

都城 １０月２２日（土） 都城圏域地場産業振興センター ５世帯 ６名 

 

②基礎研修〔施設実習〕… １日間 

日 程 実習施設（宮崎県内） 受講世帯数人数 

６月１９日（日）～２８日（火）
乳児院（１施設）、 
児童養護施設（６施設） 

１６世帯２３名 

１０月２６日（水）～１１月３日（木） 児童養護施設（３施設） ３世帯 ４名 

１１月１９日（土）～２６日（土） 児童養護施設（３施設） ４世帯 ６名 

 

＜養育里親 認定前研修＞ 

①認定前研修〔講義・演習〕… ２日間 

会場 日 程 会 場 受講世帯数人数 

宮崎 ７月  ２日（土）･ ３日（日）みやざき NPO・協働支援センター １１世帯１３名 

宮崎 １１月１０日（木）･１１日（金） 宮崎県庁９号館 
５世帯 ７名 

（聴講生１名含） 

都城 １２月 ３日（土）･ ４日（日） 高城生涯学習センター ８世帯１２名 

 

②認定前研修〔施設実習〕… ２日間 

日 程 実習施設（宮崎県内） 受講世帯数人数 

７月１２日（火）～３１日（日） 児童養護施設（８施設） １１世帯１５名 

１２月１５日（木）～１月２０日（金） 児童養護施設（６施設） ９世帯１４名 

 

＜養育里親 更新研修＞ 既里親登録者の登録更新（５年毎） 

①更新研修〔講義・演習〕… １日間 

会場 日 程 会 場 受講世帯数人数 

延岡 １２月１７日（土） 延岡市社会教育センター  ２世帯 ３名 

宮崎  ２月 ５日（日） 宮崎市男女共同参画センター  １世帯 ２名 

都城 ２月２３日（日）＜ビデオ研修＞ 都城市役所市民健康センター  １世帯 ２名 
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②更新研修〔施設実習〕… １日間 

日 程 実習施設（宮崎県内） 受講世帯数人数 

３月４日（土） 児童養護施設（１施設） １世帯 ２名 

 

■専門里親対象 

①認定研修：母子愛育会での通信教育（４か月間）、スクーリング（２泊３日）受講後、県内

７施設にて実習。   

修了者数：１名  

②更新研修：母子愛育会での講義を受講（１泊２日）  

修了者数：６名 

    

（５) 広報活動 

①センターのロゴマーク入りのリーフレット、 

クリアファイル、ポケットティッシュ、 

ボールペンの新規制作 

②宮崎県こども家庭課、各市町村などの協力を得て新聞、市町村広報誌での告知 

③メディアの活用〔新聞：８回掲載、テレビ：４回放映（ニュース）、ラジオ：２回放送〕 

④イベントへの参加  ⑤ホームページへの掲載  ⑥Ｆａｃｅｂｏｏｋページ運用 

 

（６) 里親委託等推進員業務 

＜主な業務＞ 

・里親宅の家庭訪問 ：家庭状況の確認等のため、児童相談所職員に同行もしくは里親委託等推進員

のみで訪問。 

・各地区里親会の支援：交流サロンをはじめとする各地区里親会のイベントの支援。 

  ＜状況＞ 

里親委託等推進員が各児童相談所内で業務を進める際に、個人情報の関係でどの程度まで携わ

れるものか不明確であったため、宮崎県こども家庭課、県内三地区の各児童相談所と推進員業務

内容等を協議、対応。県内三地区に分かれて業務にあたっている里親委託等推進員のため、業務

報告会を月に一度開催、情報共有を図る。 

 

 [所  感] 

研修修了者数は前年度に比べ確実に増えた。研修日を受講者の希望に沿うように対応を図ったことが

要因の１つと考えられる。また、研修実施に際し新たな取り組みとして、“研修受講要項”、“自己紹

介シート”、“誓約書”、“健康チェックシート”を運用、さらにビデオ研修を初実施（養育里親更新

研修で１回）。ビデオ研修は、当該研修日に病気などで受講できなかった方の救済として非常に有効で

あり、ビデオ研修適用判断については今後も宮崎県こども家庭課などと協議して対応していく。 

これからも継続して受講者の立場を考慮した対応を心掛け、里親の資質向上や研修内容について関係

機関と協議、検討しながらカリキュラムの改善に努めたい。 

里親事業全般について、里親委託等推進員の研修機会を設けるなど、センターを含めスキルアップを

図り業務の専門性を高めていきたい。 
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【委託事業】 

「宮崎県里親連合会」 事務局    ２０１６年４月～２０１７年３月 
 

[事業目的] 

宮崎県下の里親の連絡を図るとともに、里親精神の高揚に努め、里親制度の堅実なる普及発

展を期することを目的とする。 
[実施内容] 

①会報「里親」（１０月：第７２号、３月：第７３号）の発行 
 発行部数：各３００部  配布先：宮崎県・各市町村役場、地区里親会、児童養護施設等 

②大会及び研修会参加 
  県内：各地区（中央・県北・県南）里親制度普及促進大会・研修会 ※各地区 年１回 

県外：第６１回全国里親大会（茨城大会） 
③「平成２８年度九州地区里親研修大会（宮崎大会）」開催 
  日 程：平成２８年１１月５日（土）～６日（日） 
  会 場：宮崎観光ホテル   

参加者：１９５名 
  ※理事（里親）を中心とした実行委員会の立ち上げ、企画・運営 

   ④表彰：里子の養育態度が良好で、里親事業に功績顕著と認められる里親を表彰 
「全国里親大会会長表彰」、「九州地区里親連絡協議会会長表彰」、「宮崎県里親連合会長表彰」 
 

【委託事業】 

「宮崎県里親会機能強化事業実施業務」   ２０１６年４月～２０１７年３月 
 

[事業目的] 

各地区里親会の育成、里親賠償責任保険手続、ふれあい家庭・週末里親業務に係る事務を宮

崎県里親連合会に委託し、里親会の機能強化、里親制度の普及促進、里親委託の推進を図る。 
[実施内容] 

①各地区里親会育成業務 

・平成２８年度里親会機能強化事業助成金交付（各地区里親制度普及促進大会の開催） 

②里親賠償責任保険業務 

・通常保険、短期保険異動通知書提出（委託開始・委託解除） 

③ふれあい家庭・週末里親業務 

 ・夏期、冬期ふれあい家庭（短期保険異動通知書提出） 

④その他 

・里親委託等の推進に資する研修の受講（平成２８年度退所児童等支援事業全国セミナー） 
 

[所  感] 

本年度より社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会から特定非営利活動法人みやざき子ども文化セン

ターへ宮崎県里親連合会事務局が移管され、宮崎県こども家庭課、各地区里親会、各地区児童相談所

（各地区里親会事務局）をはじめとする各関係・支援機関と連携し、里親制度の普及促進、里親委託

の推進、里親会の機能強化に向けた取り組みを実施した。 

今後も継続し里親制度の普及啓発に取り組み、制度の理解や子どもたちを地域で育む意識を広める

こと、また里親の質の向上、里親会の機能強化に向け宮崎県里親連合会が主体となった里親に向けた

取り組みを企画・実施する必要性を感じている。 
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【補助事業】 

「街の小さな音楽会 ～音育 はじめてみませんか～」【自主事業】２０１６年４月～６月 

宮崎県「平成２８年度地域の絆で支え合う「子育て応援」事業」 

 「街の小さな音楽会」＋「小さな学びの会」～小さな笑顔の生まれる場所～ 

２０１６年７月～２０１７年３月  

［事業目的/内容］ 

親子が出会い、共感しあい（音楽を通して）、学びあう（正しい情報に触れる）場をつくるた

めに、「小さな学びの会」を実施。その後「街の小さな音楽会」では宮崎県内で活動する音楽家な

どを中心に親子が楽しめる時間を提供し、「小さなお茶会」では、初めて出会う親子たちもスムー

ズに交流できる雰囲気を作り、子育てに悩み・不安のある親たちの話せる場を提供する。 

[実施場所] みやざき子ども文化センターEHILA イベントスペース 

[実施回数] ９回（うち１回自主事業で実施） 

[来場者数] ３６３名（子ども：１３６名、大人：２２７名）※自主事業実施分含む 

 

平成２８年度実施一覧 

開催日 音楽会出演者 お話しの会講師 人数 

6/23（木） 河野康弘（ピアノ）※自主事業で開催 ―― 34 

7/14（木）
谷口潤実（パーカッション）、 

柳田裕輔（ギター）、坂元陽太（ウッドベース）
出水和子（防災のお話し） 45 

9/28（水） 日高慶子（バイオリン）、日高亜美（ピアノ） 黒岩雄二（お父さんの読み聞かせ） 42 

10/19（水） 本田泉（歌）、浜崎奈津子（ピアノ） 本田誠人（演劇ワークショップ） 43 

11/18（金） 内之倉勝哉（テノール）、藤田剛（ピアノ） 成田あす香（足育講座） 29 

12/14（水） ポール・ズイーカン（歌）、桑畑陽子（ピアノ）
投山晶子（お母さんたちへ 

冬のファッション講座） 
44 

1/24（火） だるま森＋えりこ だるま森（音のなる楽器つくり） 29 

2/10（金）
谷口潤実（パーカッション）、 

井上さつき（箏）、黒木奈津季（ピアノ） 
日高善江（子どもの絵の世界） 58 

3/14（火）
かみもと千春（歌）、柳田裕輔（ギター）、 

神崎紀代美（ピアノ） 

渡邊倫（心も身体もしなやかに 

バレエを取り入れたストレッチ） 
39 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

小さな学びの会 

お父さんの読み聞かせ 足育講座 ママのためのシェイプアップ講座 
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[所  感] 

 本年度、宮崎県の絆事業を活用することで、「街の小さな音楽会」＋「小さな学びの会」＋「小さ

なお茶会」が実施でき、親子が集い、学び、楽しみ、交流する時間と場を持つことができた。 

 「学びの会」の時間は２０分と短いものであったが、乳幼児を連れたお母さん方が集中することが

できる時間の限界と思われる。そんな中でも「お父さんの読み聞かせ」や「子どもを連れたママの防

災」「子どもの足と靴」「子どもの絵」など、関心を持って聞いていただけた。後日、「お父さんの

読み聞かせ」を体験したお母さんがご主人に伝え、以来ご主人が毎日子どもに読み聞かせをしなが

ら、ご主人も楽しんでいるとの報告を受けた。「学びの会」がきっかけになり、素敵な実例ができた

ことはとてもうれしく思う。 

 「街の小さな音楽会」を中心としたこの時間を多くの方に知ってほしいと思っているが、お母さん

方の中には「友達や知り合いに知らせたくない。ここは自分だけの時間をゆっくりと過ごす場にした

い。」という声を聴き、子育ての孤立感と言われる中で相反する意見もあるのだと驚かされた。 

 親子にとっての音楽や演奏者と関わる空間、ゆっくり穏やかに過ごせる空間、親子が情報交換や交

流できる空間としてのこの場をこれからも継続できるよう力を尽くしたい。 

街の小さな音楽会 

１月 ３月 ９月 

小さなお茶会 
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【助成事業】 

「子どもゆめ基金助成活動」 
 

〈キッズアートアカデミー２０１６ 演じる ～演じたい子どもたち集まれ～〉 

[事業目的/内容]  

子どもたちの心と体を開放し、のびのびと自分を表現できる時間と場を提供するために実施する

ものである。「演じる」はいつもの自分ではない自分にならないとできないところがある（自分力）。

また、一つの劇を作り上げていくには他者とのかかわりが大切になってくる（チーム力）。 

演じることに取り組む段階から、練習そして多くの人たちの前での発表は子どもたちに自信をつ

け、表現の楽しさを知ることができる大切な機会となる。 

 

[実 施 日] 平成２８年７月９日（土）～平成２９年１月１５日（日）（計２５回）     

[場   所] みやざき子ども文化センターEHILA イベントスペース、メディキット県民文化センター、

宮崎県企業局県電ホール 

[講 師] 永山智行、かみもと千春、原口奈々 

[参加者数] ２２名  延べ ４２３名 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[発表公演] 「えほんをたびしたみほちゃんのおはなし」 

[劇 団 名] 劇団空風スマイルシアター 

[公 演 日] 平成２９年１月１５日（日） ２回公演 

[場   所] 宮崎県企業局県電ホール  

[観客動員数] ２００名   

【練習風景】↑ 

【公演本番】 
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 [所  感] 

子どもたちが作ったお話が、つながりあってひとつの劇となった。子どもたちの想像の世界は、舞台

の上でとびはねるように広がり、観客を引き込んだ。 

音響、照明、脚本、劇中音楽、演出、共演といった部分で大人たちが子どもたちに力を貸し、成長を

促した。子どもたちもその存在に目を向けるとともに、ひとつの目標に向かうチームの中での自分の役

割をしっかりと自覚したようだ。子どもたちの他者を受け入れる心の柔軟さや、講師の人と向き合う言

葉かけのひとつひとつが、子どもたちのコミュニケーション能力を伸ばしていったとおもわれる。子ど

もたちのパワーが次回の実施に向けての準備に向けて私たちを動かしてくれるように感じる。 

  

 
〈キッズアートアカデミー２０１６ ダンス・ダンス・ダンス〉 

[事業目的/内容]  

宮崎を拠点に国内外で活躍するダンスグループ「んまつーポス」を講師に招き、子どもたちがア

ーティストと正解のない課題を創造的・創作的に取り組む中で、コミュニケーション能力など２１

世紀を生き抜く力を育む体験活動プログラムを行うことを目的としている。また、子どもの相対貧

困率が世界一であるルーマニアの芸術団体が取り組んでいる地域の子どもたちを対象としたパイ

ロット事業を参考に、舞台芸術の教育プログラムを通じて、社会と向き合い、立ち向かい、居場所

を見つける体験活動プログラムの可能性を探ることも目的としている。 

 

[実 施 日] 平成２８年１０月１３日（木）～平成２９年３月４日（土）（計１１回）     

[場   所] きらきらアートこども園、みやざきアートセンター 

[講 師] みのわそうへい、豊福彬文   

[参加者数] １４名  延べ １２４名 

[発表公演] 「ＫＩＤ´Ｓ☆ＳＴＡＲ ＲＥＰＥＲＴＯＩＲＥ ＳＨＯＷＣＡＳＥ２０１７」   

[公 演 日] 平成２９年３月４日（土） ３回公演 

[場   所] みやざきアートセンター 太陽の広場  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

[所  感] 

プログラムを通して、自分の気持ちを表現すること、また他人の表現を認めることが回を重ねるごと

にできるようになってきた。また表現にも幅ができ、成長を感じることができた。自分を解放し、表現

していくことは、この先社会と向き合い、立ち向かっていく力に必ずプラスになったと思う。 
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広瀬克也さんおはなしとワークショップ<きみも妖怪？広瀬克也ワールドにようこそ>   

[事業目的/内容] 

夜の闇が存在しなくなった現代において子ども達が暗闇を経験し恐れを感じ、そこにお化けや妖

怪が存在すると空想を膨らます事が少なくなっている。絵本作家との出会いとワークショップを通

して、子ども達自身の持つ空想する力や創造する力を引き出し、このイベントの体験をきっかけに

子ども達が絵本や本に興味を持ち読書に親しみ豊かな感性と想像力を育むことを目的とする。 

 

[講 座 名]「おばけトンネルを作ろう！」(講演に先がけてのワークショップ) 

[実 施 日] 平成２８年１０月１日（土）  [場 所] 宮崎市きよたけ児童文化センター 

[講 師] 金丸 二夫（宮崎市きよたけ児童文化センター館長・デザイナー） 

[参加者数] ２３名 

 

 [講 座 名]「おはなし ぼくとようかい」（おはなし会） 

[実 施 日] 平成２８年１０月９日（日）  [場 所] 宮崎市きよたけ児童文化センター 

[講 師] 広瀬 克也（絵本作家）   

[参加者数] ８５名 

 

 [講 座 名]「ようかいうちわを作ろう」（ワークショップ） 

[実 施 日] 平成２８年１０月９日（日）  [場 所] 宮崎市きよたけ児童文化センター 

[講 師] 広瀬 克也（絵本作家）   

[参加者数] ６９ 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

[所  感] 

 子どもたちの興味を引きやすい「妖怪」をテーマにした事により、子どもたちは、熱心におはなし会

を聞き、ワークショップに取り組んだ。子どもたちの豊かな感性と想像力が引き出され、ワークショッ

プにおいては、素晴らしい作品が出来上がった。また、絵本作家との出会いにより、子どもたちの本へ

の興味・関心も高まり読書へのきっかけ作りとなった。 
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【助成事業】 

宮崎オーシャンライオンズクラブ助成「ホッとアートプレゼント」 

「長期入院の子どもの心を癒す芸術との出会い事業」 

                   ２０１６年４月～２０１７年３月 

[事業目的] 

    特殊な環境に十分配慮し、安心できる温かい雰囲気の中で、子どものためのパントマイムやピ

エロ、人形劇や音楽などの小作品を届け、子どもたちが心からの笑顔と感動や喜びの声が聞こえ

る楽しいコミュニケーションの場を作ることを目的にすることと合わせて、親・家族をも癒し、

ホッとする時間を提供する。 
[事業実施] 

平成２８年 ４月 ８日（金）～月 1 回の実施 『保護者のためのリンパマッサージ』 
           場所：宮崎大学医学部附属病院小児科病棟 プレイルーム 

平成２８年 ９月１４日（水）１４:００～『ユニット「あんてな」プロデューススペシャルショー』 
         浜崎 奈津子（歌、ピアノ）・本田 泉（歌、読み聞かせ）  

 場所：宮崎大学医学部附属病院小児科病棟 プレイルーム 
平成２８年１０月２８日（金）１４：００～ 『ハローウィンパーティ』 
         横山 美和（歌）、衞藤 和洋（パーカッション） 

           場所：宮崎大学医学部附属病院小児科病棟 プレイルーム 
[参加者] 入院中の子どもと保護者、医師、看護師 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
[所  感] 

宮崎オーシャンライオンズクラブからの助成で宮崎大学医学部附属病院小児科病棟において子ども

たちや保護者に対して日常の治療を少しでも忘れてホッとする時間を提供することができた。 
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【自主事業】 

「キッズゴスペルクルー（ゴスペル）」   ２０１６年４月～２０１７年３月 
 

 ［事業目的/内容］ 

子どもたちがのびのびと歌い踊り、歌うことの楽しさを全身で感じ取り表現してほしいと願

い、開催している講座である。平成２１年度より毎月２回（第１、第３金曜日）の練習を行う継

続的な取り組みとして実施している。 

 ［実施回数］ ４２回 

 ［場   所］ みやざき子ども文化センターEHILA イベントスペース、みやざきアートセンター、メデ

ィキット県民文化センター、イオンモール宮崎、宮崎市立宮崎東中学校、宮崎県立せい

りゅう支援学校 

 ［登録者数］ ２７名（小・中・高校生）   [参加者数] 延べ ８０１名   [指導者] 柏田ゆかり 

 

出演一覧 

実施日 イベント名 実施場所 

4 月 23 日（土） 国際 Jazz Day オープニング 
みやざきアートセンター 

太陽の広場 

7 月 23 日（土） Kid’s Gospel Crew The First Concert 
メディキット県民文化センター 

イベントホール 

11 月 12 日（土） クリスマスイルミネーション点灯式 イオンモール宮崎店 

11 月 18 日（金） 街中イルミネーション点灯式 
みやざきアートセンター 

太陽の広場 

12 月 4 日（日） 宮崎東中学校吹奏楽部定期演奏会 宮崎市立宮崎東中学校体育館 

1 月 7 日（土） せいりゅう支援学校成人式 宮崎県立せいりゅう支援学校 

 

【Kid’s Gospel Crew The First Concert】開催 

 ［公 演 日］ 平成２８年７月２３日（土） 

 ［場   所］ メディキット県民文化センター イベントホール 

 ［観客動員数］ ３００名 

 ［演   出］ みのわそうへい 

［バ ン ド］ 神崎 紀代美（シンセサイザー）、松本 俊郎（サクソフォーン）、 

衞藤 和洋（パーカッション） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
コンサートパンフレット 
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Ｆｉｒｓｔ Ｃｏｎｃｅｒｔ 練習風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［所 感］ 

今年のキッズゴスペルクルーは結成１１年目で初めての自分たちのコンサートを開催し、チケット

はすぐに完売となった。 

７月２３日（土）に開催することを決めるまでに一山、決めてから練習を重ねる中でも二山、三山

も困難があった。初めてのコンサート、また準備時間が思ったより取れなかったこともあり、子ども

たちがコンサートでやりたいと思っていたことができずに苛立つ姿が見られた。しかし、コンサート

本番では、バンドの生演奏、演出家に入っていただいたこともあり、子どもたち一人ひとりの輝きは

最高のものであった。自分たちで工夫し衣装のアイデアを出し、それを保護者が製作するなど、すべ

ての力が集結した感がある。アンケートには、「すばらしかった」「感動した！」という言葉が続

き、子どもたちは２回目公演へ向けての自信につながったようだ。 

今回のコンサートを通して運営の在り方も十分に検討する必要も感じた。指導を続けてくださった

柏田先生も今年度を最後に引退される。後任の指導者とも十分に話し合いを行い、子どもたちが音楽

を通して自分を表現することやコミュニケーション、そして何よりも自分の気持ちや他者との関わり

において自分たちで折り合いをつけることも学びながら、共に新しい「キッズゴスペルクルー」を目

指したいと思う。 
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【自主事業】 

「キッズ☆スター（ダンス）」   ２０１６年４月～２０１７年３月 
 

[事業目的/内容] 

コンテンポラリーダンスを通して、数多くの学校の友達との出会い、みんなで 1つのことをやり

遂げるという達成感、また出会いの中でのおとなや友達とのコミュニケーション力の高まり、さら

には自分の気持ちを言葉で伝えるだけでなく、体で表現することも自分の思い（気持ち）を伝える

ことができることを知ってもらう。 

[実施回数] ３６回  

[場 所] きらきらアートこども園、宮崎市橘通り、メディキット県民文化センター、宮崎市民プラザ、 

宮崎市民文化ホール、宮崎県庁、みやざきアートセンター、サンＡ川南文化ホール、神楽

坂セッションハウス 

[登録者数] １４名   [参加者数] 延べ ３７０名   [指導者] みのわそうへい、豊福彬文 

 

出演一覧 

実施日 イベント名 実施場所 

7 月 1 日（金） 「はじめてのコンテンポラリーダンス」 メディキット県民文化センター 

7 月 23 日（土）
「まつりえれこっちゃみやざき 2016」 

「まつりえれこっちゃみやざき2016おもいやり事業」 

宮崎市橘通り 

宮崎市民プラザ 

8 月 17 日（水）

18 日（木）
「踊るスポーツマン 2016」 メディキット県民文化センター 

11 月 21 日（月）
女性に対する暴力をなくす運動 

パープルリボンキャンペーン 
宮崎県庁 

12 月 4 日（日） 「第 68 回舞踊学会大会」 宮崎市民プラザ 

3 月 4 日（土）
「KID’S☆STAR REPERTOIRE SHOW CASE 2017」 

    ※子どもゆめ基金助成活動にて実施 

みやざきアートセンター 

「太陽の広場」 

3 月 20 日（火）
パフォーミング・アーツ・イベント 

「ごちそうアーツ IN 川南 Vol.1」 
サンＡ川南文化ホール 

3 月 25 日（土）

26 日（日）

踊るスポーツマン Second んまつーポス 

＋ 高橋るみ子プロデュース 

「踊るときぐらいは好きにして」 

神楽坂セッションハウス 

 

 

 

 

 

 

 

 

［所 感］ 

子どもたち一人一人が、仲間（相手）の動きをみて、感じて、そして自分自身をどう表現して創り上

げていくか学んだ 1年であった。 

また、今年は集大成として子ども達だけの単独公演を行い、街行く人に自分たちの表現を楽しさいっ

ぱいに見せてくれた子どもたちの顔は、達成感と高揚感で輝いていた。 

数多くのステージを体験して、子どもたちが大きく成長した姿を目の当たりにして、私たちはこの子

どもたちが輝く、そして学ぶ機会をこれからも作っていきたいと思っている。 
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【自主事業】 

「ざぶん賞 ２０１６」   ２０１６年４月～２０１７年３月 

   〈主催：一般財団法人ざぶん環境・文化プロジェクト ざぶん賞実行委員会〉 
 

 ［事業目的/内容］ 

生命の源である「水」をテーマに、「命」や「自然」の大切さを理解し、行動できる人を育て

ることを目的としている。小中学生を対象とした創作文を公募し、応募者個々の文章を入力、編

集した「ざぶん大使認定証」を全員に発行する。内容が優秀で、周囲に高い影響力があると評価

される作品を選定し、賞を与え、入賞した創作文には、アーティストが装画などを加え、新しい

芸術作品に仕上げ本人に贈呈する。全国表彰式および地区表彰式を開催する。 

［募集期間］ 平成２８年５月下旬～平成２８年９月５日（月）   

［応募総数］ ９，０３６作品 

［宮崎地区］ １０作品 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[所  感] 

 ここ数年、宮崎市からの「ざぶん賞」への応募は低迷している。なかなか応募数を増やすことができ

ずにいる。ふるさと先生等で学校へ行く際に先生方に紹介するが、なかなか関心を持ってもらえない。

募集の期間中、特に夏休みにかけて子どもたちを対象にした作文等の募集が数多くあるためだと思われ

る。 

来年度に少しでも多くの学校や子どもたちにこの「ざぶん賞」について知ってもらい、応募してもら

えるよう、新聞などのメディア、教育委員会等への紹介を積極的にしていく必要があると考えている。 
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【自主事業】 

宮崎県立看護大学「おもちゃ広場」   ２０１６年４月～２０１７年３月 

  〈 主催：宮崎県立看護大学 小児看護学  共催：宮崎市きよたけ児童文化センター 〉 
 

[事業目的/内容] 

宮崎県立看護大学 小児看護学の看護師・保健師の大学教員・おもちゃコンサルタントのボラン

ティアと宮崎市きよたけ児童文化センターが連携し未就学児とその保護者を対象におもちゃの提

供や育児相談などを行う。 

[実施回数] ４４回 

[開催場所] 宮崎市きよたけ児童文化センター 

[参加者数] ８６０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    おもちゃ広場の様子 

 

 

 [所  感] 

大学の教員およびおもちゃコンサルタント、きよたけ児童文化センター職員にて、週１回（木曜日）

親子の遊び・子育ての相談などの支援を行った。毎回、５～１０組の親子の参加があった。 

平成２５年４月からスタートした「おもちゃ広場」も４年目となり、多くの親子連れに親しまれる場

として浸透してきた。「親子でゆっくり遊べる」「子ども同士で仲良く遊べる様になった」「ごはんを

食べながら仲良く話が出来る」などの嬉しいお声も多く頂いた。後半は、おもちゃ作り、ベビーマッサ

ージ、手あそび歌、はじめてのお絵かき（アートスタート）なども取り入れ、より活気あふれるものと

なった。 
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【自主事業】 

「託児事業」   ２０１６年４月～２０１７年３月 
 

[事業目的/内容] 

講演会、コンサート、サロン開催時等の子ども一時預かりを行う。 

[実施回数] ２２６回（申込み件数２９４件・キャンセル６８件） 

[月別件数] ４月 １５件（キャンセル ２件）   ５月 １５件（キャンセル ５件）   ６月 ２０件（キャンセル ６件） 

        ７月 ２６件（キャンセル ５件）   ８月 １９件（キャンセル １件）   ９月 ３７件（キャンセル １２件） 

       １０月 ４２件（キャンセル ８件）  １１月 ３６件（キャンセル ９件）  １２月 ２４件（キャンセル ６件） 

        １月 ２４件（キャンセル ７件）   ２月 １８件（キャンセル ４件）   ３月 １８件（キャンセル ３件） 

 

[保育士スキルアップ研修会] 平成２９年３月１３日（月）１０：００～１２：３０ 

   講師：スマイルクラブ 会長 辛島 育代氏 

   内容：発達障がいなど、さまざまな特性を持つ子どもへの対応の仕方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ＨＰに案内を掲載 http://www.kodomo-bunka.org/takuzi.php） 

 

[所  感]  

託児の依頼が増える中、様々な特性を持つお子さんをお預かりする機会も増え、はじめて出会う子ど

も達の対応の仕方など勉強する機会を持った。また、特に小さい子ども達を預かることも増え、防災に

ついても意識し、各施設の避難の仕方や保護者との連絡など細かく確認し安全配慮にも努めた。今後も、

大切なお子様をお預かりするため、保育士のスキルアップも常々行っていきたい。  
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【自主事業】 

「赤ちゃんの駅」事業   ２０１６年４月～２０１７年３月 
 

[事業目的] 

小さな子どもを連れて子育て家庭が安心して外出できる環境づくりを行うことを目的に、授

乳またはおむつ替えのスペースを提供する施設として「赤ちゃんの駅」の登録を推進し、「子

育てにやさしいまちづくり」を目指す。 
[登録施設数] ５４８件（今年度登録数：１９件） 

[施設設置市町村] 宮崎県下全２６市町村 
[実施内容] 

（１）登録業務 

・平成２８年度：１９件（月平均 １.６件）登録 

・既登録施設からのアプリ掲載コメント変更、グッズ交換に対応 

（２）広報活動 

・宮崎県こども政策課の協力を得て広報 

 ① 宮崎日日新聞社「ひろがれ子育てのわっ！」赤ちゃんの駅Ｑ＆Ａ掲載（平成２８年５月１９日） 

②「未来みやざき子育て応援フェスティバル」（平成２８年１１月１９日・２０日） 

 ③「平成２８年度子育てを考える県民シンポジウム」（平成２９年２月１２日） 

 ④「未来みやざき子育て県民運動」パンフレット 

・その他 

 ①宮崎日日新聞社主催「子育てフェスティバル」 

（３）視察対応 

 ①山梨県からの視察対応（平成２９年２月１３日） 

  宮崎市子育て支援課より山梨県内の大学関係者（６名）の視察受入れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[所  感] 

宮崎県こども政策課等の協力を得て広報活動を継続しており、少数ながらも登録施設数は増加して

いる。また、既登録施設独自のＰＲチラシ等に「赤ちゃんの駅」に登録していることを明記し、企業

のイメージアップの効果にも役立っているように思われる。企業が積極的に周知してくれることは、

「子育てにやさしいまちづくり」に向けた良い流れになっていると感じている。 

今後も継続して、他団体や施設等と連携しながら周知を図っていきたい。 

「未来みやざき子育て県民運動パンフレット」 

「宮崎日日新聞社 ひろがれ子育てのわっ！」 「平成２８年度子育てを考える県民シンポジウム」 
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【自主事業】 

宮崎県教育委員会アシスト企業登録「職場体験の受け入れ」 
 

[事業目的/内容] 

実際の職場での就労体験、また実習や研修の場として学生等の受け入れを行っている。 

 

・宮崎医療管理専門学校「保育科・社会福祉科 実習」  

［実施回数］ ２１回 

［実 施 日］ 平成２８年４月１５日（金）～ ９月１６日（金） 

［場   所］ 宮崎市田野児童センター 

［参加者数］ ３９名  延べ ３１５名 

 

 ・宮崎学園短期大学「保育科１年 ボランティア実習」 

［実 施 日］ 平成２８年４月２９日（金） 

［場   所］ 宮崎市きよたけ児童文化センター 

［参加者数］ ５名 

 

 ・宮崎医療管理専門学校「社会福祉科１年・２年 ボランティア実習」 

［実 施 日］ 平成２８年４月２９日（金） 

［場   所］ 宮崎市きよたけ児童文化センター 

［参加者数］ ３名 

 

 ・学校法人南九州学園 南九州短期大学「ボランティア実践講座－ボランティア活動－」 

［実施回数］ ９回 

［実 施 日］ 平成２８年５月１８日（水）～ 平成２９年１月２５日（水） 

［場   所］ 宮崎市江平児童クラブ（２クラブ）、宮崎市江平第二児童クラブ 

［参加者数］ １９名 

 

 ・宮崎学園短期大学「保育科１年 ボランティア実習」 

［実 施 日］ 平成２８年６月１９日（日） 

［場   所］ 宮崎市きよたけ児童文化センター 

［参加者数］ ５名 

 

 ・宮崎市立大塚中学校「職場体験」 

［実 施 日］ 平成２８年６月２１日（火）～ ６月２３日（木） 

［場   所］ みやざき子ども文化センター江平事務所、EHILA イベントスペース、宮崎市江平第二

児童クラブ 

［参加者数] ２名 
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 ・宮崎市立大宮中学校「職場体験」 

［実 施 日］ 平成２８年６月２１日（火）～ ６月２３日（木） 

［場   所］ みやざき子ども文化センター江平事務所、EHILA イベントスペース、宮崎市江平第二

児童クラブ 

［参加者数] ２名 

 

 ・宮崎市立大淀中学校「職場体験」 

［実 施 日］ 平成２８年６月２８日（火）～ ６月３０日（木） 

［場   所］ みやざき子ども文化センター江平事務所、EHILA イベントスペース、宮崎市江平第二

児童クラブ 

［参加者数] ３名 

 

 ・宮崎市立田野中学校「職場体験」 

［実 施 日］ 平成２８年７月６日（水）～７月８日（金） 

［場   所］ 宮崎市田野児童センター、宮崎市田野地域子育て支援センター 

［参加者数］ ４名 

  

   ・宮崎市「宮崎市職員 平成２８年度新規採用職員体験研修」 

［実 施 日］ 平成２８年９月２６日（月）～ ９月３０日（金） 

   ［場   所］ みやざき子ども文化センター江平事務所、宮崎市田野児童センター、宮崎市田野地域

子育て支援センター、宮崎市きよたけ児童文化センター、宮崎市江平第二児童クラブ 

 ［参加者数］ ６名  

 

 ・宮崎県職員 宮崎自治学院 

［実 施 日］ 平成２８年１０月１７日（月）～１０月２０日（金） 

   ［場   所］ みやざき子ども文化センター江平事務所、宮崎市田野児童センター、宮崎市田野地域

子育て支援センター、宮崎市きよたけ児童文化センター、宮崎市江平第二児童クラブ 

 ［参加者数］ ６名  

 

  ・宮崎学園短期大学「保育科１年 ボランティア実習」 

［実 施 日］ 平成２８年１１月２７日（日） 

［場   所］ 宮崎市きよたけ児童文化センター 

［参加者数］ ７名 

 

   ・宮崎市郡医師会 宮崎看護専門学校「実習体験」 

   ［実 施 日］ 平成２９年１月１７日（火）～ ３月１０日（金） 

   ［場   所］ 宮崎市田野地域子育て支援センター 

   ［参加者数］ １５名 
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[所  感]  

  例年同様、市職員、県職員（自治学院）の受入れを行った。中学生の職場体験の受入れは、要望の日

程が重なり、２校同時受入れとなった学校もあったが他校生徒同士での交流ができ充実した体験となっ

たようであった。体験者には、当団体の活動を理解してもらえる良い機会となり、また当団体スタッフ

も体験受入れを実施することで様々な人と関わる機会が得られている。 

 今後も体験受入れを継続し、意見や感想などを参考に業務向上に生かしていきたいと考えている。 

宮崎県職員の研修様子 
（きよたけ児童文化センター） 

大塚中学校・大宮中学校体験の様子 
（江平事務所） 

大淀中学校体験の様子 
（江平事務所） 
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【情報発信・情報収集の充実】 

 [事業目的] 

    みやざき子ども文化センターの事業や活動の様子、当団体の関連したイベント情報などを発信。 

 

「ホームページの運営」 

ＮＰＯ法人みやざき子ども文化センターホームページ  

アドレス：http://www.kodomo-bunka.org 

 [内 容] みやざき子ども文化センター、宮崎市きよたけ 

児童文化センター、宮崎市田野児童センター、宮崎市 

田野地域子育て支援センターのイベントの情報掲載・ 

  更新。 

 

 

 

「ニュースリリース発行」 

[内 容] 毎月みやざき子ども文化センター、宮崎市きよたけ児童文化センター、宮崎市田野児童

センター、宮崎市田野地域子育て支援センターなどの活動の様子やイベント情報などを「ニュー

スリリース」として発行。  

[発行回数] 毎月１回（計１２回）、各７９５部発行   

〈配布先〉 みやざき子ども文化センター会員、 

 みやざきアートセンター、宮崎市役所、 

宮崎県立図書館、宮崎市立図書館、 

宮崎市社会福祉協議会、宮崎市内小児科、 

宮崎市内子育て支援センター、 

宮崎科学技術館、大淀川学習館、 

宮崎市民プラザ、みやざき歴史文化館、 

宮崎市佐土原歴史資料館、 

宮崎市天ケ城歴史民俗資料館 他 

   

「みやざき子ども文化センター イベント日記・スタッフブログ」 

 [内 容] ＮＰＯ法人みやざき子ども文化センターが実施した 

イベントの様子などを掲載。 

 

 

 

［所  感］ 

ニュースリリースは毎月の発行を継続し情報発信をしている。 

ホームページはニュースリリースの掲載やイベントの案内を随時掲載。 

さらに、近年の情報発信手段として利用者の多い Facebook を活用して 

イベント案内や講座案内も行っている。街の小さな音楽会などは Facebook での反応が多くみられるよ

うになってきている。 

 今後もニーズに合わせた情報発信として、更新をしていくようにしたい。 
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【地域との連携事業】 

宮崎県「未来みやざき子育て応援フェスティバル開催事業」 事務局 

「未来みやざき子育て応援フェスティバル２０１６ 

～あっ！家族と 地域と みんなで一緒に楽しもう～」 

[事業目的/内容] 

安心して子どもを産み、育てることができ、子育てを楽しいと感じられる地域づくりを目的と

し、子育て支援団体等のネットワークを中心に、子育て中の保護者や行政、支援者、企業などが

一堂に会し情報の発信や、啓発、交流が出来るフェスティバルを開催します。 

[主   催] 宮崎県・未来みやざき子育て応援フェスティバル実行委員会   

[実施内容］ 

①実行委員会の実施：１０回  参加団体：２１団体                 

  ②説明会及び交流会 

   日 時：平成２８年９月６日（火）１０:００～１３:００ 場 所：宮交シティ 紫陽花ホール  

  参加者：６３団体 ６９名 

  ③チラシの配布および広報 

   チラシ：４５，０００枚、ポスター：５００枚、ガイドブック作成：２，０００冊 

   広 報：フリーペーパー、きゅんと、ハッピーノート等に掲載 

  ④未来みやざき子育て応援フェスティバル２０１６ 

   日 時：平成２８年１１月１９日（土）・２０日（日）１０：００～１６：００ 

   場 所：宮交シティ（アポロの泉、ガリバー広場、紫陽花ホール） 

   内 容：・オープニング（古城保育園、わかば保育園、富吉保育園） 

       ・おもちゃひろば、親子遊びと楽しいシアター、作って遊ぼう、似顔絵 

        ・いずみんとなっちゃんの「い～な」、ミニバレエコンサート、ぷっぷると遊ぼうコンサート 

          ・防災講演会 「なぜか楽しくなる防災講座」 講師：あんどうりす 

          ・ご当地ゆるキャラ子育てサミット（宮崎市、西米良村、綾町、都城市） 

          ・体験講座：「ミルキー」ちゃん牛乳試飲、「一日に必要な野菜を測ってみよう」 

          ・相談コーナー：助産師、歯科医師、世話焼きおばちゃんず 

  出展団体/内容：行政、子育て応援団体の取組紹介、交流、情報交換 

   ⑤未来みやざき子育て表彰 

   日  時：平成２８年１１月１９日（土）１１：００～１２：００ 場 所：宮交シティ アポロの泉 

内 容：河野宮崎県知事より表彰。「子育て支援隊」3団体、「未来みやざき子育て」5団体 

          みやざき犬ダンスパフォーマンス 

  司 会：山田 幸子氏  

 【入場者数】 ４，０００名 
 【出展及び協力団体】８４団体（企業 26、行政 12、団体 35、大学 2、専門学校 1、協賛・協力 8） 
 【協 賛】宮崎県農協果汁株式会社・・・ジュース   宮崎県牛乳普及協会・・・牛乳  

  宮崎中央農産物ファン拡大事業委員会・・・野菜他  株式会社明治・・・ミルク 

  みやざきの食と農を考える県民会議・・・野菜    Color&Aromatherapypluis・・・アロマ製品 

 【協 力】㈱宮交シティ・宮崎県立看護大学・宮崎学園短期大学保育科・宮崎医療管理専門学校 
 【ボランティア】宮崎県立看護大学 16 名 
 【後 援】宮崎県教育委員会・宮崎市・宮崎市教育委員会・宮崎日日新聞社・NHK 宮崎放送局・ 
  MRT 宮崎放送・UMK テレビ宮・MCN 宮崎ケーブルテレビ・エフエム宮崎・社会福祉法人宮崎市

社会福祉協議会 
 【共  催】朝日新聞社 
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[所 感] 

未来みやざき子育て応援フェスティバル実行委員会として２１団体で取り組んだ「未来みやざき子育

て応援フェスティバル」は、子育て中の親子や支援者、企業、行政にとって年 1回の恒例行事となり楽

しみにしているという声を多く聞くことができた。 

事前説明会と交流会を同時に開催し、６３団体が参加した。参加団体同士の交流が当日になかなかで

きないこともあり、昼食を食べながら交流することが出来たのも大きな成果であった。 

今回は、子育ての中に“ 防災”を取り入れた内容となり、「防災講演会」や「こどものための防災

ブース」も設置した。フェスティバル当日は、会場のレイアウトを工夫したことで参加者がゆっくり見

て回れ、防災コーナーや相談コーナーなどに立ち寄る姿がたくさん見られた。おもちゃ広場や似顔絵、

イベントなど目的を持って参加されていた方も多かった。アンケートには、９８％が次回の開催を望む

という声が寄せられている。 

実行委員会事務局として多くの方の力を得ながら事故もなく終了したことがよかった。 

オープニング 

防災講演会 

会場内の様子 

相談コーナー 

防災ブース 
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【地域との連携事業】 

宮崎子育てネット「宮崎県子どもをまもる地域ネットワーク育成強化事業」 事務局 

                     ２０１６年５月～２０１７年３月 

[事業目的]  

このネットワークは、子どもに対する虐待の防止と子育て支援に関する事業を行う団体により構

成し、子どもと家族の福祉の向上と社会全体の利益に増進することに寄与する。 

児童虐待を防止するために、子どもに最も身近な学校や保育所等、子どもに関わる施設や機関

の果たす役割が大きいことから、小、中学校や保育所等からの希望に応じて NPO メンバーを講師と

して派遣する出前講座を実施する。 

［実施内容］ 

宮崎県委託事業 実施件数：２３件 

 
実施市町 実施場所 実施年月日 

1 宮崎市 学校法人舞鶴学園認定こども園 平和ヶ丘幼稚園 平成 28年 5 月 12 日（木） 

2 〃 宮崎市立古城小学校 平成 28 年 8 月 1 日（月） 

3 〃 宮崎市立恒久小学校 平成 28年 8 月 25 日（木） 

4 〃 特定非営利活動法人みやざき子ども文化センター 平成 28 年 9 月 8 日（木） 

5 〃 宮崎市男女共同参画センター「パレット」 平成 28年 9 月 10 日（土） 

6 〃 宮崎市立鏡洲小学校 平成 28年 10 月 7 日（金） 

7 〃 社会福祉法人再生会児童養護施設さくら学園 平成28年 10月 26日（水） 

8 〃 
社会福祉法人（吉野福祉会）幼保連携型 

認定こども園 吉野保育園 
平成28年 11月 24日（木） 

9 〃 宮崎市田野児童センター 平成 29 年 2 月 6 日（月） 

10 〃 宮崎市きよたけ児童文化センター 平成 29 年 2 月 8 日（水） 

11 延岡市 延岡県立延岡工業高校 平成 28年 8 月 23 日（火） 

12 〃 延岡市わかくさ保育園 平成 28年 8 月 31 日（水） 

13 〃 聖心ウルスラ学園付属幼稚園 平成 29年 1 月 23 日（月） 

14 都城市 都城市立夏尾小学校 平成 28 年 8 月 2 日（火） 

15 〃 都城市立沖水小学校 平成 28 年 8 月 4 日（木） 

16 〃 みんなでつなぐプロジェクト 平成 29年 2 月 18 日（土） 

17 〃 都城市役所子ども課 平成 29年 2 月 28 日（火） 

18 日向市 日向市立東郷学園若竹分校 平成 29年 1 月 21 日（土） 

19 門川町 門川町要保護児童対策地域協議会「アームインかどかわ」 平成 29 年 3 月 1 日（水） 

20 川南町 平成幼稚園 平成 28年 6 月 19 日（日） 

21 〃 川南町立山本小学校 平成 28年 8 月 30 日（火） 

22 国富町 三名保育園 平成28年 10月 14日（金） 

23 〃 社会福祉法人本庄西部保育所 平成 29年 1 月 16 日（月） 
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    学校での講座              幼稚園での保護者学習会 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

              保育園での保護者講座（ワークショップ） 

 

平成２８年度団体講師（４団体） 

  ・NPO 法人子ども虐待防止みやざきの会 

  ・ライツオブチャイルドみやざき 

  ・NPO 法人みやざき子ども文化センター 

  ・NPO 法人みやざきママパパ happy 

 

[所 感] 

 宮崎子育てネットの事務局として、小学校、中学校、高校、保育園、幼稚園にて、「虐待を防止する

ための保護者支援学習会」のコーディネート、実施を行ってきた。 

 今年度は、様々な団体（２３団体）からの依頼があり虐待に対して関心があるのがわかった。「学習

会を実施することにより深く知る事になった」、「身近な子どもたちの事を気を付けてみることが必要」

などの意見が寄せられた。今後の課題として、今年度実施できなかった講師のレベルアップ研修会の実

施を次年度早々に実施できるよう、準備したいと思う。 
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【地域との連携事業】 

宮崎県「平成２８年度子育て支援ネットワーク形成・資質向上事業」 事務局 
 

[事業目的] 

     子どもの育ちに関わる支援者や専門家がつながってないことで必要な情報をお互いに共有して

いない状況がある。県内外での子育て支援の取り組みを学び、ネットワークで支え合えるよう情

報交換や勉強会を行う。宮崎県内の大学と共にシンポジウムを開催し、それぞれの取り組みを学

び人財育成につなげていきたい。また、県内に既にあるネットワーク同士の意見交換会や情報共

有を計り更なるネットワークの拡大・強化を図る。 
 

[対 象 者]  子育て支援に関わる方 

 

（１） 子育て支援を語る会と交流会  

日   時：平成２９年２月７日(火) １０：００～１５：００ 

場   所：みやざきNPO・協働支援センター 

参加人数：５１名 

内  容： 

１）子育て支援の在り方についてパネリストを迎えての座談会の開催。 

パネリスト 

①子育て支援センター運営と課題について 

        金子 幸(南九州大学子ども教育学科 講師)、迫口 奈々美(南九州大学 学生) 

②デートＤＶ の現状 学生の調査から 

        四方 由美(宮崎公立大学 教授)、黒木 一輝、慶越 未来(宮崎公立大学 学生) 

③子どもとメディアについて 

        中山 憲康(西日本新聞社総局 局長) 

④宮崎県助産師会の活動について 

        森 伴子(宮崎県助産師会 会長) 

２）交流会：参加者とパネリストの名刺交換及び懇談会。 

 

（２） 子育て支援者のための防災研修  

日  時：平成２９年３月７日（火）１０：００～１２：００ 

場  所：みやざきNPO・協働支援センター 

参加人数：３３名 

講  師：椿 佳代（エンジェルランプ代表 災害ボランティアコーディネーターなごや） 

内  容：乳幼児を持つ保護者への防災支援について、日常の心構えや継続した講座の開設、機会

あるごとに話すことの大事さについての講話。 

 

（３） 子育て支援者のための映像研修  

日  時：平成２９年３月７日(火) １３：００～１５：００  

場  所：みやざきNPO・協働支援センター 

参加人数：２０名 

講  師：二見 志信（NPO法人みやざきママパパ happy 理事長） 
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  内  容：子育てフェスティバルの実行委員会に参加している団体紹介のために製作したガイドブ

ックを利用して、画像を作る講座を行う。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［所 感］ 

今年度も大学との連携を中心に助産師会、マスコミ関係者を入れた座談会を開催することができたこ

とは、今後一層の活動につながることが期待できる。座談会には、パネラーとして初めてが大学生の参

加があり、これから子育てをする方々の意見を聞くことができた。子育て支援団体と大学教員や専門家

との交流会は参加者も多く、充実した会になり、参加者からは「このような会を今後も開催してほしい

」との意見をたくさんいただいた。これからも大学やほかの専門家との交流の場を丁寧に作っていきた

いと思う。 
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【地域との連携事業】 

平成２８年度宮崎市民音楽文化推進事業「Sound Alive Miyazaki Vol.2」 

実行委員会事務局 

［事業目的］ 

誰でも気軽に様々なジャンルの音楽に触れることができ、音楽を通じて交流の輪を広げ、音楽に

より親しめる環境を作る。多く観客の前で演奏できるステージをつくり、モチベーションアップへ

とつなげ、宮崎の音楽のシーンを盛り上げる。将来の音楽の担い手として、若い世代が「生の音楽」

に触れ、音楽を好きになり、実際にはじめるきっかけをつくる。 
[主   催] Ｓｏｕｎｄ Ａｌｉｖｅ Ｍｉｙａｚａｋｉ 実行委員会   [共   催] 宮崎市 

[運営協力] ＮＰＯ法人みやざき子ども文化センター 

[実 施 日] 平成２８年１１月２０日（日） 

[実施場所] 宮崎市民プラザ オルブライトホール 

[来場者数] ２８０名     

[実施内容] ライブハウス・スタジオ推し（推薦）バンドによる演奏 

[出場バンド] １３バンド（ライブハウス・スタジオからの推薦） 

Letitout-ﾚﾘｱ-（SR BOX）/Ratchet（MILL COMPANY）/FUNKMANIA（LIVE HOUSE ぱーく．）

/lina’s（ライブハウス絃）/トールコール（Live House FLOOR）/TRAPEZOID（varyape 

Inc.）/cooper（sound booth WOO）/Sunset Cruise（TOYOSHIMA MUSIC SCHOOL）/花よりおむ

すび（ポトリージョ）/Land Cell（NEW RETRO CLUB）/BANJAX（柿の木スタジオ）/Leave out 

the All（WEATHER KING）/Brownie & Ledking（ガーラム） 

司会：榎本鱒太氏（宮崎サンシャイン FM「MUSIC ENTERTAINMENT MIYAZAKI」パーソナリティ） 

黒木梨澄氏（JOY FM「レディオパラダイス耳が恋した」パーソナリティ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[所  感] 

ライブハウスから推薦していただいたバンドが１３に増え、長時間になることを考慮し、演奏バン

ドの出演予定時間を Facebook で事前に告知したり、９年ぶりに復活した宮崎エアポート・ギターショ

ーの関連ミニイベントも同時開催するなど、来場者がホールにとどまる工夫を行った。ジャンルもロ

ック、ラップ、フォーク、ポップスなどそれぞれ個性的なバンドが出演したことにより、「宮崎の音

楽シーンを広く知ることができた。」「なつかしい曲、オリジナルと年齢もさまざまで楽しく聞け

た。」などの声をいただいた。「ステージを見ていて、ギターショーを見る時間がなかった。」との

意見もあり、内容が盛りだくさんにならないよう、目的等の再確認する必要を感じた。 
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【地域との連携事業】 

文化庁「文化芸術による子どもの育成事業（芸術家の派遣事業）」 

 (ＮＰＯ法人ＭＩＹＡＺＡＫＩ Ｃ－ＤＡＮＣＥ ＣＥＮＴＥＲとの協働) 

２０１６年４月～２０１７年３月  

［事業目的/内容］ 

    小学校・中学校等に個人又は少人数の芸術家等を派遣し、講話、実技指導を実施することによ

り、子どもたちの豊かな創造力・想像力や、思考力、コミュニケーション能力などを養うととも

に、将来の芸術家や観客層を育成し、優れた文化芸術の創造につなげる。 

[実施校数] ８校 

[参加児童・生徒数]  ７０６名 

 実施日 人数 実施校 内容/講師 

1    9 月 21 日（火）  43 宮崎県立日向ひまわり支援学校 美術/藤野忠利 

2   10 月 25 日（火）  71 延岡市立東海小学校 音楽/谷口潤実他 3名 

3   11 月 6 日（日）  83 宮崎市立池内小学校 芸能/桂歌春 

4   11 月 17 日（木）  60 西都市立穂北小学校 音楽/土田浩他 3名 

5   11 月 17 日（木） 300 宮崎市立木花中学校 芸能/金原亭馬路 

6   11 月 18 日（金）  25 宮崎県立宮崎南高等学校 芸能/金原亭馬路 

7   11 月 22 日（火）  85 高鍋町立高鍋西小学校 音楽/神崎紀代美他 3名 

8   11 月 28 日（月)  39 五ヶ瀬町立上組小学校 美術/長友裕子 

 

  その他：文部科学省関係   

       宮崎市立恒久小学校(音楽)・宮崎市立内海小学校(演劇)･ 西都市立茶臼原小学校（美術） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  五ヶ瀬町立上組小学校 長友裕子さん(美術)  延岡市立東海小学校 谷口潤実と仲間たち(音楽) 

 

[所  感] 

 平成２７年度に引き続き NPO 法人 MIYAZAKI C-DANCE CENTER が文化庁及び文部科学省から委託を受

け実施する授業について一部役割を担った。県内の小中学校８校（文化庁）、３校（文科省）につい

てコーディネートと事務処理を行った。普段、授業で使用することのない材料を使うことで思い切っ

た授業の展開ができた。ひまわり支援学校での美術の授業では作品が学校の玄関に展示されたことが

報告された。事業を始める際に発足した「みやざき子ども芸術体験推進連絡協議会」についても、さ

らに連携を図りながら協議会としてもう一つ大きな輪になることを期待したい。 

- 51 -



 

【地域との連携事業】 

ＥＨＩＬＡイベントスペースの活用 
 

[事業目的/内容] 

親子や地域の方がゆっくりくつろいで過ごせる場として開放している。子どもたちには絵本やお

もちゃであそぶ場、保護者には交流の場などになっている。また、音楽会や講座等の会場、キッズ

ゴスペルの練習の場としても利用している。 

[開 放 日]  月曜日～金曜日(祝祭日・年末年始を除く) 

【団体の利用】 

  キッズゴスペルクルー（ゴスペルの練習）：毎週金曜日 

子育てネットワークみやざき(子育て支援団体例会)： 毎月１回 

【コンサートの利用】 

「街の小さな音楽会～音育はじめてみませんか～」(乳幼児親子向けコンサート) 

「街の小さな音楽会」＋「小さな学びの会」 

実施回数：９回 

参 加 者：３６３名 

【その他】 

「わざおきーず」(演劇の稽古) 

実施回数：１３回 

利 用 者：延べ １０７名 

  「江平子安観音大祭」（映写会会場として利用） 

    実 施 日：７月１７日(日)、１８日(月) 

利 用 者：延べ ４０名 

  「子ども劇団空風スマイルシアター」（演劇の練習） 

    実施回数：５回 

    利 用 者：延べ １０８名 

 

 

 

キッズゴスペルクルー練習

街の小さな音楽会 + 小さな学びの会 

子ども劇団空風スマイルシアター練習 
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〈平成２８年度研修会・視察参加報告〉

No. 研修名 研修日 講師名 主　催

1 NPO・NGOの組織力強化研修（ファシリテーター） 平成28年6月23日(木) 片野坂千恵　坂元 貢 
Panasonic・日本NPOセンター
特定非営利活動法人宮崎文化本舗

2 宮崎県地域福祉コーディネーター養成講座（講師） 平成28年7月22日(金) 片野坂千鶴子 宮崎県社会福祉協議会

3 宮崎ひなた暮らしセミナー in 東京（講師） 平成28年9月18日(日) 長谷川恵子 宮崎県

4 平成28年度九州地区里親研修大会（分科会講師） 平成28年11月5日(土) 坂元 貢 宮崎県里親連合会内　実行委員会

5 日南市　養子縁組に関する研修会（講師） 平成28年11月24日(木) 坂元 貢 日南市こども課

6 平成28年度子育て支援員研修（講師） 平成29年1月26日(木)
長谷川恵子　草竹孝子
長谷川岳子　飯田可奈留

宮崎県

7 子育てを考える県民シンポジウム（コメンテーター） 平成29年2月12日(日) 坂元 貢 宮崎県こども政策課

No. 研修名 研修日 参加者 主　催

1 平成28年度子育て支援センターグループ研修(第１回) 平成28年5月25日(水) 杉山さとみ 綾町子育て支援センター

2 宮崎県公共図書館連絡協議会研修会 平成28年5月30日(月) 菊井純子 宮崎県公共図書館連絡協議会

3 お手玉講演会・わらべうたあそび 平成28年6月5日(日) 菊井純子　田代桂子 NPO法人こじぃの森こどもの時間

4 記録技術基礎研修１ 平成28年6月17日(金) 那賀史彦 宮崎県社会福祉協議会

5 NPO・NGOの組織力強化研修 平成28年6月23日(木) 日高ひろみ　飯田可奈留
Panasonic・日本NPOセンター
特定非営利活動法人宮崎文化本舗

6 障がい者サービス研修会 平成28年6月27日(月) 菊井純子　田代桂子 宮崎県立図書館

7 防犯意識を高め、犯罪から子どもたちを守る講習会 平成28年6月27日(月)

後藤麻夫　　日高ひろみ
坂口真理子　原口奈々
藤本祥子　　有川江里
長友典子　　三枝淳子
菊井純子　　田代桂子
乙供育子　　平山浩美
大内田祥子

宮崎市田野児童センター

8 平成28年度子育て支援連絡協議会総会 平成28年7月7日(木) 杉山さとみ 宮崎県子育て支援連絡協議会

9 放課後子ども教室等に係るコーディネーター等指導者研修会 平成28年7月11日(月) 三谷貴子 中部教育事務所

10 放課後子ども教室等に係るコーディネーター等指導者研修会 平成28年7月15日(金)
乙供育子　　平山浩美
大内田祥子　藤本陽子

中部教育事務所

11 子どもの未来応援シンポジウム 平成28年8月7日(日)
片野坂千鶴子　片野坂千恵
長谷川恵子　　坂元 貢
為実弘毅　　　飯田可奈留

日南市

12 感染症研修（高齢者・障がい者） 平成28年9月16日(金) 那賀史彦 宮崎県社会福祉協議会

13 宮崎県児童厚生員放課後児童支援員等資質向上研修会(第1回) 平成28年9月28日(水)
乙供育子　三谷貴子
黒木京美

宮崎県児童館連絡協議会

14
平成28年度人権啓発研修プログラム速習講座
  「パワーハラスメントの正しい理解のために」

平成28年10月6日(木) 日高ひろみ 宮崎県人権同和対策課

15 障がい者コミュニケーション研修 平成28年10月7日(金) 那賀史彦　鶴沢志美子 宮崎県社会福祉協議会

16
第2回田野中学校区特別支援教育連絡会
「幼･保･小･中の連携について
　　　　　　～引き継ぎシートの活用を通して」

平成28年11月8日(火) 後藤麻夫　有川江里 宮崎市立田野中学校

17 行政報告：児童虐待とその対応について 平成28年11月10日(木) 坂口真理子 宮崎市子育て支援課

18 こどもエコチャレンジ認定指定施設交流研修会 平成28年11月16日(水) 乙供育子 NPO法人みやざきエコの会

19 宮崎県児童厚生員放課後児童支援員等資質向上研修会(第2回) 平成28年11月22日(火)
乙供育子　平山浩美
三谷貴子　藤本祥子

宮崎県児童館連絡協議会

20
平成28年度宮崎県ファミリー・サポート・センター事業等
担当者研修会

平成28年11月29日(火)
片野坂千鶴子　片野坂千恵
坂元 貢　　　 草竹孝子

宮崎県こども政策課

21 調理担当職員研修　(保育、児童、障害児) 平成28年11月30日(水) 乙供育子 宮崎県社会福祉協議会

22 宮崎県児童厚生員放課後児童支援員等資質向上研修会(第3回) 平成28年12月2日(金)
乙供育子　平山浩美
三谷貴子　藤本陽子

宮崎県児童館連絡協議会
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No. 研修名 研修日 参加者 主　催

23 みやざき「子どもの貧困と教育」フォーラム2016 平成28年12月18日(日) 片野坂千鶴子　田代桂子
宮崎県の子どもの貧困に関する連携推進
協議会

24 子ども食堂からつながるネットワーク 平成29年1月18日(水) 片野坂千鶴子　片野坂千恵
広がれ、子ども食堂の輪！全国ツアー
in みやざき実行委員会

25 宮崎放課後児童支援員認定資格研修
 平成29年1月18日(水)、
　19日(木)、25日(水)、
　26日(木)

乙供育子　鶴沢志美子
宮崎県福祉保健部こども政策課
宮崎県児童館連絡協議会

26
子育て支援従事セミナー「子育ち・子育て支援の基本を
考える」～アタッチメントと自己・社会性の発達～

平成29年2月4日(土) 長友典子　横田幸代
宮崎県保育連盟連合会
宮崎県子育て支援連絡協議会

27 虐待を防止するための保護者支援学習会 平成29年2月6日(月)

後藤麻夫　　日高ひろみ
坂口真理子　原口奈々
藤本祥子　　有川江里
杉山さとみ　長友典子
横田幸代

宮崎市田野児童センター

28 虐待を防止するための保護者支援学習会 平成29年2月8日(水)
金丸二夫　黒木京美
菊井純子  田代桂子
黒田笑子  深田美穂子

宮崎市きよたけ児童文化センター

29 宮崎県子育てを考えるシンポジウム 平成29年2月12日(日) 片野坂千鶴子　片野坂千恵 宮崎県こども政策課

30 子育て支援センターグループ研修会 平成29年2月21日(火) 長友典子
三股町子育て支援センター
都城市子育て支援センター

31
子どもとメディア設立総会
「子どもとメディアの現状」

平成29年3月1日(水) 片野坂千鶴子　片野坂千恵 子どもとメディアみやざき

32
「里親になる」ということ
  ～子どものエンパワメントとしての家庭養護～

平成29年3月4日(土)
坂口真理子　原口奈々
肘井幸子

里親普及促進センターみやざき

33
東京都児童相談センター　里親委託等推進員
視察：社会福祉法人二葉乳児院

平成29年3月9日(木) 坂元 貢 (視察)

34 退所児童等支援事業全国セミナー 平成29年3月10日(金) 坂元 貢 全国社会福祉協議会

35 指宿・山川図書館視察研修会 平成29年3月11日(土)
黒木京美　　黒田笑子
深田美穂子

宮崎子どもと本をつなぐネットワーク

36 僕は運命を信じない 平成29年3月11日(土)
片野坂千鶴子　長谷川岳子
井上志保　　　肘井幸子
飯田可奈留

宮崎県の子どもの貧困に関する連携推進
協議会

37 みやざき子ども文化センター託児スタッフ研修会 平成29年3月13日(月)
金丸二夫　黒木京美
菊井純子　田代桂子
黒田笑子　深田美穂子

NPO法人みやざき子ども文化センター

38 宮崎市地域子育て支援センター職員連絡会 平成29年3月17日(金) 杉山さとみ 宮崎市子育て支援課
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