
TEL：0985-22-3115　FAX：0985-22-3116

最新情報は公式アカウントをチェック！

T w i t t e rF a c e b o o k公式ホームページ

休 館 日

10:00～18:00　3F・6Fのみ開館

毎週火曜日（火曜日が祝日の場合、翌平日）

※5/21㊋・6/25㊋・6/26㊌は全フロア休館です。ご注意ください。

開館時間
（火曜日は3F・6Fのみ10:00～18:00開館）

10:00～22:00

3Fから上が「みやざきアートセンター」です。
１F・２Fは宮崎太陽銀行と飲食店。

橘通3丁目バス停の目の前。オレンジのラインが目印！。

交通アクセス

[ 車  ] 宮崎自動車道宮崎ICより市街地方面へ15分
    宮崎空港から20分

[ J  R ] 宮崎駅下車、西口より徒歩15分
[バス] 宮崎交通橘通3丁目バス停下車すぐ 

 

YYパーク駐車場

メリージュ通り駐車場

ボンベルタ橘 山形屋

中央郵便局

橘通 3丁目バス停
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●山形屋東側Ｙ・Ｙパーク（徒歩５分）

◇６階　屋上庭園・駐輪場
◇４階　ライブラリー
美術系の本はもちろん、映像系・絵本などのほか、
漫画本も900冊以上そろっています！

◇３階　キッズルーム・交流サロン・総合受付
キッズルームは、木製遊具や絵本が充実。授乳室も
あるので赤ちゃん連れでも安心｡
交流サロンは、アート系を中心に20種以上の雑誌が
揃っています。飲食が可能で、自動販売機も設置。
待ち合わせや、ちょっとした休憩にもご利用ください。

◇６階　屋上庭園・駐輪場
◇４階　ライブラリー
美術系の本はもちろん、映像系・絵本などのほか、
漫画本も900冊以上そろっています！

◇３階　キッズルーム・交流サロン・総合受付
キッズルームは、木製遊具や絵本が充実。授乳室も
あるので赤ちゃん連れでも安心｡
交流サロンは、アート系を中心に20種以上の雑誌が
揃っています。飲食が可能で、自動販売機も設置。
待ち合わせや、ちょっとした休憩にもご利用ください。

●メリージュ通り駐車場（徒歩１分）

下記提携駐車場は３Ｆ受付に駐車券をご提示頂くと
３割引サービス券を発行いたします。

ご利用無料ご利用無料

みやざきアートセンターの展覧会、 イベント情報などをお届けします

開館10周年記念事業　
◆宮崎県内の小学４年生を「誕生３０周年記念 ウォーリーをさがせ！展」
にご招待（詳しくは中面をご覧ください）

◆日本の話芸「柳亭小痴楽　神田松之丞　二人会」(6月30日㊐予定)

37vol.
2019
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発行：みやざきアートセンター

4月ー6月

◆サンデーマーケット ＊毎月第３日曜日
〈主催：四季通り商店街振興会・ハイカラ通り商店街振興会〉

◆街市　4/27㊏・5/25㊏・6/22㊏
〈主催：一番街商店街・若草通商店街〉

◆宮崎国際ストリート音楽祭2019　4/29㊊㊗
〈みやざき国際ストリート音楽祭2019実行委員会事務局〉

まちなかイベントのご案内

＊都合により日程や内容の変更がある場合がございます。詳細は各主催者にお問い合わせください。

★ プレゼントクイズ 応募締切：5/31㊎応募締切：5/31㊎

◎上のクイズの答え、郵便番号、住所、電話番号、年齢、氏名をハガキに
明記の上、ご応募ください。

◎本紙や当館事業に関するご感想・ご意見もぜひお聞かせください。
※いただいたご意見は文字数調整の上、本紙に掲載させていただく場合が
ございます。掲載時にペンネーム希望の方は、P.N.と書いて併記ください。
正解者の中から抽選で10名様に「ウォーリーをさがせ！展」の招待券をプレゼント。

Q

前 号 の 答 え ： ❶ フ ナ  が 正 解 で し た ！

「ウォーリーをさがせ！」の主人公 ウォーリーのズボンの色は何色？
① 赤色　　② 青色 　　③ 黄色

      

クイズのご応募はコチラ
【宛先】880-0001   宮崎市橘通西3-3-27 3F

※ハガキの郵送には62円が必要です（2017年6月1日より料金改定）。
　旧料金のハガキや年賀ハガキ等でご応募される際は、不足分の切手を追加貼付ください。

　　　　みやざきアートセンター 37クイズ係
【締切】2019年 5月31日 （金）必着

６月２日(日)、宮崎工業高校の生徒が講師となってワークショッ

プを開催します。 詳細が決まり次第、HPやフェイスブックなどで

お伝えします。 お楽しみに♪ 

高校生が教えてくれる！
　　　ワークショップを開催

創る楽しさ、 夢中になる心。 完成の喜び。
お子さまの心の中にある何かを引き出します。
お子さまのペースに合わせて制作できます。

絵画教室
「誰もが小さなアーティスト」

講　師
対　象
日　時

受講料

寺本 香織
５歳以上
第１・３週の火曜
14:30 - 15:30

2,000円/2回分

骨盤からキレイで健康的なカラダに！
腰痛・肩こり緩和、 産後ケアや転倒防止にも
効果的な講座です。

骨盤エクササイズ＆
美容整体入門

講　師
対　象
日　時

受講料

木本 朋
18歳以上
金曜 月３回
13:30 - 15:00

3,000円/3回分

まちなかアートスタジオに２つの新講座が登場♪

　みやざきアートセンターの「まちなかアートスタジオ」
入会金無料で気軽に始められる！　　 スタンプ制で受講しやすい！　　 一日体験でおためし受講できる！　

写真は講座のイメージです写真は講座のイメージです

テーマ 「チューリップ」

キッズルームに飾ってあるので見に来てね♪

紙面ではせんぶ紹介できなくてごめんなさい

P.N.美七海さん 10歳 後藤はる さん 4歳 右松沙紋さん 9歳

横山依花さん 5歳大前咲葵さん 7歳幸森美羽さん ４歳野中綾乃さん 11歳

◆おかげさまで大好評の「深堀隆介展～平成しんちう屋～
行商編」。会期前から『まさか宮崎で開催されるなんて！』
『早く観たい！待ちきれなくてワクワクしています』などの
お声が寄せられていました。
会期スタート直後には、『どうやって制作されたものか分かっ
ても、実際に見たときの驚きが大きかったです』（来場者さ
ま）『いろんなアートの形があって面白いなと感じました』
（P.N.アラサーさん）などというお声が届いています。２度目・
３度目というリピターのお客さまもおられるようです。当展覧会
は５月12日(日)まで。どうぞお見逃しのないように！
◆H.I.さんからのおハガキ『みやざきアートセンターのニュー
スレターを学校からもらってくると、「ママ！アートセンター行
こ！！」と娘によく言われ出かけて行きます。娘はアートセン
ターからいろんな刺激をもらっています。』H.Iさん、嬉しいお
声、ありがとうございます！スタッフ一同、今後よりいっそう
頑張ってまいります！

学び、そして創造あふれる10年目へ学び、そして創造あふれる10年目へ
2019年10月1日  みやざきアートセンターは開館10周年を迎えます。



 【しんちう屋（真鍮屋）とはなんぞや？】
 「しんちう屋」は江戸時代初頭に、実際にあったという日本で最初の金魚店
の名前です。当時は金魚の養殖と販売を同じ店でやっていたそうで、金魚の
いけすなどもあって、きらきらと水中を泳ぐ金魚に多くの人々が魅了された
ようです。
今回の展覧会では、深堀さんならでは
の金魚屋を空間全体で表現した
『平成しんちう屋』という作品を展示
しています。屋台の周りには、色とり
どりの金魚のいけすやビニール袋を
模した作品たちが・・・。今から
お祭がはじまるような、何とも言え
ないわくわく感も味わえる不思議な空間です。
深堀さんの描く金魚はどれも現実にはいない品種なのだそうです。深堀金魚
という新しい品種を作品として生み出しているんですね♪

筆先から生まれる金魚たち・・・透明な樹脂の中に描かれた金魚が、
不思議な立体感と美しさで魅了する深堀隆介氏の200点以上の作品を
鑑賞できる九州初の大規模な展覧会！

5/12㊐
まで

ウォーリーが宮崎にやってくる！ウォーリーが宮崎にやってくる！
さまざまな時代や場所を舞台に、人ごみの中から赤白シャツ
の”ウォーリー”をさがしだす人気絵本シリーズ「ウォーリーをさが
せ！」。誕生30周年を記念して、ウォーリーの貴重な原画が初来日。
細密な絵本原画のほか、初期の設定イラストや作者のマーティン・
ハンドフォードさんが子どもの頃に描いた作品など約150点を展示
します。さらに、原画展のための限定ウォーリーイラストも登場！
きみはウォーリーをさがしだせるか！？ ぼくを見つけら

れ
る

か
な

？

展覧会限定アート
“Anniversary Ball for Japan”
（部分、2017年）

“ In Town ” 原画「ウォーリーをさがせ」（1987年）より “ In the Future ” 原画「タイムトラベラー ウォーリーをおえ！」（1988年）より

ウォーリー設定資料 マーティン・ハンドフォードさん7歳ごろの作品（19６３年ごろ）

iPhoneケース
税込 2,592円

メディコム・トイ
UDF ウォーリー 税込 1,296円

デルフォニックス ロルバーン
ポケット付きメモ（Lサイズ） 税込 756円

マグカップ（ウォーリー、ウーフ）
各 税込 1,404円

オリジナルグッズが４００アイテム以上登場！オリジナルグッズが４００アイテム以上登場！

＊前売り券は5月１２日より各種プレイガイドにて発売予定
＊未就学児の入場無料（ただし小学生以下は保護者同伴）
＊障がい者手帳、療育手帳をご提示でご本人様のみ入場無料
＊お得な「ペア券」は電子チケット（セブンイレブン、ローソン、
チケットぴあ、CN プレイガイドのみで取り扱い

当日
一　般 1,000円

800円
1,500円
1,000円

500円

800円
600円
300円

中高生
小学生

前売 ペア券

7/13土 
　～ 9/1日

© DreamWorks Distribution Limited. All rights reserved.誕生30周年記念

より

2019年度 宮崎県内の小学４年生をご招待！！2019年度 宮崎県内の小学４年生をご招待！！

＊ご招待券は各小学校を通して配付されます
(お１人につき1枚配付）

＊譲渡はできません

＊小学4年生の方限定で使用できます

＊１回のみご使用できます

日本の暮らしに溶け込んでいる四季折々の行事やならわし。この本はそんな年中行事を、かわ
いらしいイラストとともに知ることができる一冊です。今でも身近な「節分」、「ひなまつり」を
はじめ「野点」や「ビーチコーミング」など聞いたことはあるけれど…といったものまで楽しみ方が
詳しく紹介されています。行事の由来も載っているので、知っている行事でも今までとは少し違う
楽しみ方ができそうです。ほかにも、旬の食材の使い方や季節の花、いきもののことまで知ること
ができます。この本で、日本ならではの季節の行事を楽しんでみませんか。（えりこ）

『おうちで楽しむ にほんの行事』
出版社：技術評論社　　著者：広田千悦子

『しばわんこの和のこころ』
出版社：白泉社　　著者：川浦良枝

可愛いしばわんこが、古くから伝わる四季折々の慣習を教えてくれます。時代の移り変わりととも
に、伝統的な行事や風習も消えつつある中で、大人が忘れかけていしまっている「良き習わし」を
改めて思い起こし、子どもたちに伝えられるきっかけになると思います。子ども時代を思い起こし
ながら、親子で一緒に読んでもらいたい一冊です。（ひろこ）

みやざきアートセンターにある本の中からオススメをピックアップ（※貸出は行っておりません）

みんなでつくろうこいのぼり♪

みんなで作ったこいのぼりで、キッズルームに
大きなこいのぼりを作りましょう！

4/27㊏ ～ 5/5㊐
対象：子どもと保護者（1人2つずつ）

七夕さまにお願い♪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

笹竹と短冊、折り紙を用意しています。短冊にお願い
を、折り紙で飾りをつくって笹竹に飾りましょう！

演奏ボランティア“おとバンク”である「てぃー・ぽっと」と、
中村まり子さんによる、春の曲のコンサートです。

6/30㊐ ～ 7/7㊐
対象：子どもと保護者（1人2つずつ）

10:00～16:00

5/11㊏・6/8㊏
毎月第2土曜日 14:00～20分程度

※材料がなくなり
　次第終了きせつのこうさく

えほんのせかい

4/21㊐  14:00～15:00
春のコンサート

演奏ボランティア“おとバンク”である「コンバーツ」と、
小田りえさんによる、夏の曲のコンサートです。

7/7㊐  14:00～15:00
夏のコンサート

●会　　場：森の科学館[美郷町](予定) ※集合場所・宮崎駅からバスで移動
●対　　象：小学3年生以上の親子ペア（大人1名、子ども1名）
●定　　員：10組（2人1組）
●参 加 費：5,000円/1組　※保険料、交通費、食費、宿泊費、体験費込み
●内　　容：実際に林業が行われている山に入り林業体験を行います。

また、山の働きについて学んだり、木工工作を行います。
体験したこと学んだことをまとめて夏休みの宿題の自由研究に！
楽しく学んで宿題も終わらせましょう♪

●申込期間：6月1日（土）9：00～<先着順>
●申込方法：メールアドレス　office@miyazaki-ac.com (＊) に

◎参加者<親・子>お名前（ふりがな） ◎年齢 ◎アレルギーの有無
◎携帯番号　以上の項目をご記入の上お送りください。

ご連絡はメールで返信いたしますので、(＊)が受信可能な状態に設定願います。
●主　　催：耳川広域森林組合・みやざきアートセンター
●共　　催：耳川流域森林・活性化センター

7/20㊏～ 7/21㊐  1泊2日

●対　　象：小学生以上
●定　　員：各 10 組
●参 加 費：300 円
●予約開始：7/3（水）9：00 ～
●内　　容：様々な端材で、自由な発想で工作しませんか？

※釘、げんのう、のこぎり、グルーガンなども準備しますが、
　ご使用の際には、保護者様の責任のもと、十分ご注意ください。

8/3㊏　①10：30～12：30　②14：00～16：00

おやこの森の体験隊 2019

端材で工作

季節のコンサート

もくいく
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