～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１２月号

早いもので、今年最後の月になりました。朝夕の気温は下がってきましたが、日中は１２月とは思えないような
暖かい日がまだありますね。皆さん体調を崩されたりしていませんか？
新型コロナウイルス感染症が一旦は落ち着いたようでしたが、また感染者が増えてきています。年末年始のお休
みを楽しみにしていた方も多いと思います。宮崎県が新しい生活様式の「みやざきモデル」を発表しています。宮
崎県のホームページで見ることができますので是非ご参照ください。感染予防対策をしっかり行い、体調に気を
付けて過ごしましょう。
一人ひとりの協力する力が集まれば大きな力になると信じて、皆で乗り越えましょう！
トットとあそぼう！！

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

「親子あそびの広場」を開催します
１歳～２歳のお子様と保護者のためのあそびのひろばです。
手遊び、簡単なおもちゃ作り、読み聞かせなど子育てが楽し
くなる「発見」がいっぱい！親子で楽しい時間を過ごしませ
んか。
講 師 工藤純代さん（保育士）
日 時：１２月１７日（木）
１０：１５～１１：３０（受付１０:００から）
定 員：１歳～２歳のお子様とその保護者 ６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：みやざき子ども文化センター コペルキッズ
参加費：１組 ５００円
親子あそびの広場・街の小さな音楽会の申込先

「親子で楽しむビートルズ」開催
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」。今回はスペシャルメンバーによ
る親子で楽しむビートルズと題して開催します。

演奏者

大西映光（ベース）
黒木奈津季（ピアノ）
香月保乃（ボーカル） 柳田裕輔（ギター）
日 時：１２月２２日（火）１０:３０～１１:００
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：みやざき子ども文化センター コペルキッズ
参加費：１組５００円

NPO 法人みやざき子ども文化センター

里親制度普及啓発講演会 開催のお知らせ
「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。
子どもたちの輝く未来のために、まずは里親の役割を知る
ことから初めてみませんか。

０９８５-６１-７５９０

-令和２年度多様な子育て環境づくり支援事業-

講演会 『からだの“おかしさ”を科学する』
講師

野井 真吾 氏（日本体育大学 教授）

日時：令和３年１月３０日（土）１３：３０～１５：３０
会場：宮崎市民文化ホール イベントホール
対象：子育て支援者、子どもの育ちに興味のある方
子育て中の方
参加費：無料 ＊要事前申込
主催：子育てネットワークみやざき

日 時：令和３年１月１６日（土）１３：３０～１６：１５
会 場：南九州大学 宮崎キャンパス（宮崎市霧島５丁目１-２）
定 員：１００名 ＊要事前申込
参加費：無料
【申込・問合せ先】子育てネットワークみやざき事務局
内 容：第１部 里親制度説明
（特定非営利活動法人みやざき子ども文化センター内）
里親体験談「里親家庭での養育について」
TEL:０９８５-６１-７５９０ FAX:０９８５-６１-３６３5
第２部 講演『子育てと里親』
講師 山下 恵子 氏（宮崎国際大学 学長） ≪参加についてのお願い≫

【問合せ・申込先】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）
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」

ダンボールであそぼう!！
素敵な作品が出来上がりました♪
１１月７日・８日にダンボールであそぼう「ひみつ基地」、「クリスマスハ
ウス」つくりを生目の杜遊古館にて実施しました。
当日は、講師からダンボールハウスの作り方のレクチャーを受けなが
ら制作に取りかかり、それぞれに飾りつけをし、他にはない自分たちだけ
のダンボールハウスが出来あがりました。

イベントなどへ参加される方は新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため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。またマスク着用をお願
い致します。状況により延期や中止になる場合もあります。
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楽しいこと、いっぱい！

１２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

２

１

木

３

金

土

○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

〇清武みどり幼稚園
作品展示
～１２月９日まで

★赤ちゃんの日
（わらべうたベビー
マッサージ）
１０：００～１２：００

７

９

８

１０
○おもちゃ広場
１０：００～１２：００
★乳幼児の
歯磨き講座
（歯ぁとキッズ事業）
１０：３０～１１：３０

１４

１５

１６

１７
○おもちゃ広場
１０：００～１２：００

６

５

４

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
○おもちゃ病院
１３：００～１６：００

１１

１２

★おもちゃ病院
１３：００～１５：３０

〇ハンドベル教室
１０：００～１１：３０

☆ 親子あそびの広場
１０：１５～１１：３０
★乳幼児のいる家庭
の家事・家計講習会
１０：３０～１１：３０

２１

２２

２３

２４

○おもちゃ広場
☆ 街の小さな音楽会 ★クリスマス会
１０：００～１２：００
１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：００
❤クリスマスウィーク ❤クリスマスウィーク
１５：３０～１６：３０
１５：３０～１６：３０
・オープニング上映会 クリスマスカードつくり
・ハンドベル演奏
・ステンドグラスつくり

２８

２９

３０

３１

新型コロナウイルス感染症の拡大の状況によっては、中止
または延期になる場合があります。参加される方、施設を
利用される方は、マスクの着用をお願いいたします。

第 45 回宮崎市美術展開催中
みやざきのアートフィールド「宮崎市美術展」開催
中です。今回の市美展は審査を行わない展覧会
として開催しています。
会場では、どなたでも参加できる「ビビット賞」の
投票を受付けています。投票された方の中から抽
選で２０名様に次回企画展招待券をプレゼント！
開催期間：１２月１３日（日）まで開催中
時間：１０：００～１８：００ 会期中無休
会
場：みやざきアートセンター（入口５階）
観 覧 料：無 料
主催：宮崎市、宮崎市美術展運営委員会、
みやざきアートセンター
〈問合せ先〉みやざきアートセンター
☎０９８５-２２-３１１５

２６

２５

○親子でしめ縄作り
１３：００～１５：００
（定員に達しました）

○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
○ペアレンツ講座
「冬を飾るペーパーク
ラフト」
１３：００～１５：００

２７

❤クリスマスウィーク 〇音楽教室
１５：３０～１６：００
９：３０～
クリスマスの絵本の
〇アート塾⑫
読み聞かせ
１３：００～１５：００

～年末年始休館日のお知らせ～
●みやざき子ども文化センター
１２月２９日（火）～２０２１年１月５日（火）
●宮崎市田野地域子育て支援センター
●宮崎市田野児童センター
１２月２９日（火）～２０２１年１月３日（日）
●宮崎市きよたけ児童文化センター
１２月２８日（月）～２０２１年１月４日（月）

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

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

２０

１９

〇おたのしみ教室
１５：３０～１７：００

○おもちゃ広場（おも
ちゃいっぱいの日）
１０：００～１５：００
〇クリスマスアートフェ
スタ（楽しい工作がいっ
ぱい） 参加費：無料
受付開始１２：００
１６：００まで開催

１３

〇宮崎県パネル展示 〇音楽教室
「NOSAI宮崎の
９：３０～
農村写真展」
〇アート塾⑪
～１月７日まで
１３：００～１５：００

１８

日

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

