～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

２０２１年２月号

早いものでもう２月になりました。今年の節分は暦のずれの影響で１２４年ぶりに２月２日となっています。コロナ禍にお
いて、各所での節分行事は取り止めになっていたようですが、各ご家庭で福を呼ぶ豆まきを楽しまれたところもあったの
ではないでしょうか。また、おうち時間が増えていると思いますので、今年の節分の日にちがなぜ変わったのかなど、ご家
族で季節の行事やその土地の習わしなどを調べてみるのも楽しそうですね。
新型コロナウイルス感染症による宮崎県の緊急事態宣言が延期となり、まだまだ先の見えない不安な日々が続いて
います。手洗い・消毒・マスク着用・３密を避けるなどもう充分過ぎるほど耳にしていますが、大切な「いのち」を守るため
に私たちにできることをそれぞれが他人事ではなく自分事として続けていきましょう。
トットとあそぼう！！

「親子あそびの広場」参加者募集
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。
参加希望の方はお早めにご予約下さい。お待ちしています。
講 師 工藤純代さん（保育士）
日 時：２月１８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
申込先

NPO 法人みやざき子ども文化センター
０９８５-６１-７５９０

JAPAN LIVE YELL project 2020 in みやざき music for kid’s

「 え・が・お (^○^) コンサート」
当団体は、コロナ禍により失われた文化芸術体験の機会を
全国規模で取り戻すとともに、人々の創造、参加、鑑賞を後
押しするための文化庁のプロジェクトに参加しています。
昨年は多くの保育園・幼稚園・児童クラブで演奏会を実施
してきました。今回、コロナ禍ではありますが、H2O(ｴｲﾁ･ﾂｰ
ｵｰ)のみなさんと親子で音楽を楽しみ『えがお』になれるコン
サートを開催いたします。
エイチツーオー

演奏者

Ｈ ２ Ｏ Ｈ…服部 央さん（パーカッション）
O…押川まりさん（ピアノ）
O…押川洋樹さん（ヴァイオリン）

日
定

時：２月２０日（土）１０：３０～１１：３０
員：親子３０名（対象：子ども５歳以上と保護者）
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：無料
申込先 NPO 法人みやざき子ども文化センター
０９８５-６１-７５９０
≪参加についてのお願い≫
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。

保育士のお仕事をお探しの方へ
保育士支援センター周知キャンペーンのお知らせ
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。この度、保育士支援センターをより知って頂くために
キャンペーンを行います。保育のお仕事に興味のある方、資
格をお持ちでない方でも大丈夫です。この機会にぜひ会場に
お越しください。新型コロナウイルスの感染状況によっては
中止になる可能性もありますので HP をご確認下さい。

日
会

時：２月２０日（土）１０：００～１６：００
場：イオン宮崎

＊保育士支援センターでは電話やメール、オンラインでの相
談も受け付けています。ご希望の方はセンターまでお問合
せください。
お問合せ先 宮崎県保育士支援センター
０８０－３２２９－３２４３
✉lacrekid@kodomo-hoiku.org

子育てのことで困ったら

- 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！！

ダンボールロボットをつくってあそぼう！
着て歩けるダンボールロボットをつくってあそぼう♪
親子でダンボールを使ってものつくりを体験する講座のシ
リーズ３回目。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
延期していましたワークショップの日にちが決まりましたの
で参加者の追加募集をいたします。
２月８日（月）より受付開始、先着順で定員になり次第締
切とさせて頂きます。ご了承下さい。
講師

松下太紀氏（立体造形アーティスト）

日
会

時：３月６日（土）
・７日（日）１０:００～１５:００
場：コペルキッズ
（宮崎市江平西１-５-１１ 江平ビル 103）
対 象：未就学児５～６歳（小学生不可）とその保護者
募集人数：若干名
参加費：親子１組 １,５００円
持ち物：お弁当、飲みもの

未来みやざき子育て応援フェスティバル実行委員会では、子
育てに関する情報や、手作りおもちゃの作り方などをホーム 〈申込先〉NPO 法人みやざき子ども文化センター
ページの特設ページにてご案内しています。ぜひご活用下さい。
０９８５-６１-７５９０

https://festival.pref.miyazaki.la.jp/

楽しいこと、いっぱい！

２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
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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、手指消毒のご協力を
お願いいたします。
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１１

★赤ちゃんの日
１０：００～１２：００
＊申込２/９迄

１５

１７

１６
❤ひな人形つくり
１５：３０～１６：３０

２２

〇音楽教室
９：３０～

○おもちゃ広場
１０：００～１２：００

１８

２０

１９

○アレンジフラワー
○おもちゃ広場
★イライラしない
教室
１０：００～１２：００
子育てのコツ講座
１６：００～１７：００
①スマホ・ゲームとの
☆ 親子あそびの広場 ※定員に達しました
付き合い方
１０：１５～１１：３０
１０：１５～１２：１５
＊全２回講座、次回の
３/３の両日参加でき
る方 ＊申込２/１３迄

２３

２４

○君が主役だ！すて
きな「アート」体験
（きよたけ児童文化セ
ンターのシンボル作り）
１３：００～１５：００
参加費：無料

Art Box -ｱｰﾄﾎﾞｯｸｽ- ♯03
アートを通じた出会いと交流、そして制作活動の
支援を目的に、アーティストや、アートを積極的に
生活の中に取り入れて活動している人や団体に
焦点をあて、個展形式で作品を紹介する展覧会で
す。本年度は宮崎県在住・出身者を対象に３度目
の開催です。
開催期間：２月１４日（日）まで開催中
時
間：１０：００～１８：００ 火曜日休館
会
場：みやざきアートセンター ５階
入 場 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

１２

２５
○おもちゃ広場
１０：００～１２：００
（堤さんのおもちゃ作
り）

２６

○君が主役だ！すて ○おもちゃ広場（おも
きな「アート」体験
ちゃいっぱいの日）
（きよたけ児童文化セ １０：００～１５：００
ンターのシンボル作
○ピンポンキッズ
り）
１０：３０～１１：３０
１３：００～１５：００
参加費：無料
○君が主役だ！すて
きな「アート」体験
（きよたけ児童文化セ
ンターのシンボル作
り）
１３：００～１５：００
参加費：無料

２７

★ひな人形つくり
１０：３０～１１：３０
＊申込２/１９迄

２８

○音楽教室
９：３０～

○ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

和巧絶佳（わこうぜっか）展

ご寄付のお願い

-令和時代の超工芸-

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。

日本の美を表現し、国内外でも評価が高まる１２
人の作家の作品展です。
〈出展作家〉安達大悟、池田晃将、桑田卓郎、
坂井直樹、佐合道子、髙橋賢梧、舘鼻則孝、
新里明士、橋本千毅、深堀隆介、見附正康、
山本 茜
開催期間：３月２０日（土）～５月９日（日）
時間：１０：００～１８：００最終入場１７：３０）
＊会期中休館なし
会
場：みやざきアートセンター
前 売 券：一般（高校生以上）８００円
小・中学生
４００円
〈問合せ先〉みやざきアートセンター
☎０９８５-２２-３１１５

【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

２１

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

