〜子どもたちに笑顔を、子どもたちから笑顔を！〜

特定非営 利 活動(NPO)法人

イベントカレンダーは裏面です

みやざき子ども文化センター
ニュースリリース

２０２０年１０月号

お彼岸が過ぎ、ようやく暑さも和らぎ過ごしやすくなってきましたね。秋といえばスポーツの秋、芸術の秋、
読書の秋、食欲の秋などいろいろと浮かんできますね。スポーツの秋といえば、運動会の時期ですが子どもたち
は久しぶりのイベントで楽しみにしていることと思います。今年の運動会は応援できる家族の人数が制限されて
いるところや、時間を短くしたりなど、いつもとは違った運動会になるようです。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、まだまだ制限されていることもありますが、家族みんなで楽し
い時間を共有できると良いですね。
令和 2 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 特別編
「Ｍｕｓｉｃ＆Ｐｉｃｎｉｃ！」のお知らせ
子どものころから身近に音楽を親しんでもらおうと開催し
ている「街の小さな音楽会」。今回は特別編として宮交ボタ
ニックガーデン青島で開催します♪自然の風を感じながら音
楽を楽しみませんか。

演奏者

神崎紀代美（ピアノ）、松本俊郎（サックス）
衞藤和洋（パーカッション）
日 時：１１月１日（日）受付１０:００
大温室散策 １０:１５〜１０:４５
コンサート １１:００〜１１:４０
［場所：デッキテラス ＊雨天時は学習室］
定 員：未就園児とその保護者 １０組限定
完全予約制（※事前に予約のない方は入場不可）
＊予約時に参加者全員のお名前･連絡先を伺います。
会 場：宮交ボタニックガーデン青島（県立青島亜熱帯植物園）
［宮崎市青島２丁目１２−１］
参加費：無料
〈問合せ･申込先〉NPO 法人みやざき子ども文化センター
０９８５-６１-７５９０
- 子どもゆめ基金助成活動 -

キッズアートアカデミー 親子 DE ワークショップ

― １０月は「里親を求める運動月間」です ―
「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。
１０月の里親を求める月間に合わせ、里親制度を広く知っ
ていただくために宮崎県内３カ所でキャンペーンを実施しま
す。興味・関心のある方はぜひ会場へお越しください。
里親制度普及促進キャンペーン
１０月１０日（土）１０：００〜１４：００予定
≪会場≫ ＊３カ所同時開催
宮崎市…イオンモール宮崎（宮崎市新別府町江口 862-1）
都城市…イオン都城店（都城市早鈴町 1990）
延岡市…イオン延岡店（延岡市旭町 2 丁目 2-1）

里親制度説明会＆相談会
１０月１４日（水）１８：３０〜２０：３０ ※要事前申込
≪会場≫ 宮崎市男女共同参画センター「パレット」視聴覚室
（宮崎市宮崎駅東３丁目６番７号）
内容：里親制度の説明・DVD 視聴（里親家庭ドキュメンタリ―）
質疑応答・個別相談会

【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
<受付時間>月〜金曜日 １０:００〜１８:００ （祝祭日を除く）

ダンボールであそぼう！！
親子でダンボールや色んな材料を使ってひみつ基地や
クリスマスハウスを作って楽しもう♪

⓵ダンボールでつくろう！ひみつ基地
日時：１１月７日（土）１０：００〜１５：００

⓶ダンボールでつくろう！！クリスマスハウス
日時：１１月８日（日）１０：００〜１５：００

講師

松竹昭彦氏（建築家）･上口将生氏（造形作家）

対 象：小学１〜４年生とその保護者
会 場：宮崎市生目の杜 遊古館
定 員：①、②それぞれ親子１５組
参加費：親子１組 １，５００円
＊要事前申込（両方への申込はできません）
持ち物：お弁当、飲みもの
１０/６
受付開始
〈申込先〉NPO 法人みやざき子ども文化センター

イベントなどへ参加される方へのお願い
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため予約制
とします。当日はご自宅で検温を行い、発熱のある
場合や体調が優れない場合の参加はご遠慮ください。
大人の方はマスクの着用のご協力をお願いいたします。

未来みやざき子育て応援フェスティバル
〜今だからこそ 自分らしく
みんなで 子育てを楽しもう〜
例年、宮交シティにて２日間開催している「未来みやざき子
育て応援フェスティバル」は新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、規模を縮小し開催することとなりました。宮交シティ
紫陽花ホールにて行っていた企業、行政、子育て団体の出展ブー
スはありませんが、ホームページ上にて子育て支援情報の発信
をすることとなりました。
楽しみにしていた方もいらっしゃると思いますが、現在ホー
ムページでの情報発信に力を入れて準備を進めているところで
す。多種多様な幅広い子育て情報を掲載予定ですので、是非ご活
用ください。
★会場でのイベント★
日時：１１月７日（土）１３：００〜１６：００
会場：宮交シティ アポロの泉
内容：子育て表彰式、ステージイベント（コンサート）
★ホームページでの子育て情報発信★
宮崎県ホームページ内 １１月７日（土）から公開します
〈問合せ先〉事務局（NPO 法人みやざき子ども文化センター内）
０９８５-６１-７５９０

子ども（地域）食堂勉強会 開催のお知らせ
日
定
内

時：１０月１０日（土）１０:００〜１２:１０（９:３０受付） 会場：宮崎市民文化ホール イベントホール
員：５０名 ＊参加費無料、定員になり次第締切
容：-第１部- 講演『これからの子ども食堂の役割』 講師 湯浅 誠氏（社会活動家）
-第２部- 事例発表『私たちはこうやって子ども食堂を立ち上げました』
〈問合せ・申込先〉支え合いの地域づくりネットワーク
０８０-４６９９-６７８８

楽しいこと、いっぱい！

１０月のイベントカレンダー

☆…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

月

火

水

木

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座など
の行事につきましては、中止または延期になる場合も
あります。詳しくは各施設にお問い合わせ下さい。
きよたけ児童文化センター
☎８５−６８１１
田野地域子育て支援センター ☎８６−１３９０
＊田野児童センターは登録者以外利用できません。

５

６

７

１３

１４

土

２

３

○おもちゃ広場（おひ 〇とんとんすもう道
ざでだっこおはなし会） １６：００〜１７：００
自由参加 無料
１０：００〜１２：００

８

〇県パネル展
「美しい宮崎作り」
〜２１日まで

１２

１

金

○おもちゃ広場
１０：００〜１２：００

〇ハンドベル教室
１０：００〜１１：３０
〇おたのしみ教室
１３：００〜１５：００
自由参加 無料

１７

１６
☆ 親子あそびの広場
１０：１５〜１１：３０

２０

２１

２２
〇幼児工作教室
おさかなちゃんつくり
（清武みどり幼稚園）
１０：００〜１１：３０

★やさしいヨガスト
レッチ
１０：３０〜１２：００

２３

○おもちゃ広場（おも
ちゃいっぱいの日）
１０：００〜１５：００
〇ピンポンキッズ
１０：３０〜１１：３０

２４

〇清武中学校
作品展示
〜１１月４日まで

○つくろう！ぼくらの
ヒミツまち＆えほんお
はなし会
１２：４５〜１５：４５
（定員に達しました）

１８

〇ハンドベル教室
１０：００〜１１：３０

★ミニ運動会
〇おたのしみ教室
１０：３０〜１１：００
１５：３０〜１７：００
定員１０組要事前申込

１９

○おもちゃ広場（おも
ちゃいっぱいの日）
１０：００〜１５：００
〇ピンポンキッズ
１０：３０〜１１：３０

１１

〇音楽教室
９：３０〜
〇アート塾⑦
１３：００〜１５：００

○おもちゃ広場
１０：００〜１２：００
★赤ちゃんの日
抱っことおんぶの
講習会
１０：３０〜１２：００

１５

４

１０

９

日

２５

〇音楽教室
９：３０〜

〇ピンポンキッズ
１０：３０〜１１：３０

〇アート塾⑧
１３：００〜１５：００

○おもちゃ広場
１０：００〜１２：００

２６

２８

２７
❤ハロウィンのスノー
ドームをつくろう
１５：３０〜１６：３０

２９

★きょうだいが生まれ ○おもちゃ広場
た！ 〜親子の絆づくり １０：００〜１２：００
プログラム〜
１０：３０〜１２：３０
定員８組要事前申込

地域のお宝再発見
かるた写真コンテスト
地域の魅力を発信し、笑顔でいっぱいの
まちにすることを目的に「かるた」をつくるため写真を
募集します！地域にある宝もの（歴史遺産、出かけた
くなる場所、好きな場所、自慢したい場所など）と、こ
ども（たち）が一緒に写った写真をお送りください。
募集期間 １０月１日（木）〜１２月２５日（金）
・写真は宮崎市、国富町、綾町エリアに限ります。
・国内外、プロアマどなたでも応募できます。
・必ず応募規約をご確認の上、パソコン、スマホ、メ
ール、郵送にてご応募ください。
＊応募作品の返却はございません。
＊写真に対するコメント、撮影場所、お名前、ご住
所、メールアドレスを必ず添えて送ってください。
〈主催〉宮崎県地域づくりネットワーク協議会
宮崎・東諸県ブロック ☎090-9566-4159

３０

３１

〇幼児工作教室
おさかなちゃんつくり
（清武みどり幼稚園）
１０：００〜１１：３０
★ハロウィンデー
１０：３０〜１１：３０
定員１０組要事前申込

保育のお仕事をお探しの方へ

ご寄付のお願い

宮崎県保育士支援センターでは、「保育の仕
事をしたい！子どもと関わる仕事がしたい！」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ください。
資格をお持ちでない方でも大丈夫です。保育の
仕事に興味のある方ぜひお待ちしています。
●保育士資格を持っている方
●学生（保育士資格取得予定の方）
●保育補助者（保育士資格は持ってい
ないが、保育所等で働く意思のある方）
〈登録・ご相談〉宮崎県保育士支援センター
☎０８０−３２２９−３２４３
✉lacrekid@kodomo-hoiku.org

当団体では、
『君が主役だ！！素敵なアート
体験プロジェクト〜子どもたちに夢が広がる
毎日を〜』として、演奏会の実施やものづく
りのワークショップなど「文化・芸術（アー
ト）」を子どもたちへ届け、心と体を元気にす
る活動を２０年の活動の中で続けています。
今回の新型コロナウイルス感染症の拡大に
より、子どもたちも日常生活が一変し、心や
体にもさまざまな影響が出ています。そこで
文化・芸術（アート）に触れることで、子ど
もたちに健やかに成長してほしいという願い
と、笑顔になれる時間を過ごしてもらいたい
と思い、そのための活動費を皆さまに寄付と
してご協力をお願いしております。趣旨をご
理解頂きご協力賜りましたら幸いです。

＊新型コロナウイルス感染拡大防止の為、ご相談
は主に電話・メールで受付ています。来所にて相談
ご希望の方は必ず事前にご連絡をお願いします。

【振込先】ゆうちょ銀行（普）
店名 七三八 口座番号 １９７６８５２

〒880-0051 宮崎市江平西 1 丁目 5 番 11 号 江平ﾋﾞﾙ 105
TEL:０９８５-６１-７５９０

FAX:０９８５-６１-３６３５

mail：center@kodomo-bunka.org/ HP: http://www.kodomo-bunka.org
【受付時間】月〜金 午前１０時〜午後 6 時

