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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）

※10/22㊋・11/19㊋・12/30㊊-31㊋・1/1㊌は全館休館です。

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・駐車場

[ 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 

❶山形屋東側Ｙ・Ｙパーク（徒歩５分）
　�「Ｙ・Ｙパーク」以外の山形屋提携駐車場は対象外です

◇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。

❷メリージュ通り駐車場（徒歩１分）

下記提携駐車場は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
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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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TOYクリエーター野出正和と古川孝の　　
カラクリ・ワールド

10月6日㊐ 14:00～[予定]

みんなの夢でつなごう
若草通ピタゴラ装置

� 詳しくは中面をチェック‼� 詳しくは中面をチェック‼
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◆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　＊毎月第３土曜日
〈主催：一番街商店街・若草通商店街〉

◆宮崎オクトーバーフェストin若草通  10/11㊎~10/13㊐
〈主催：宮崎オクトーバーフェスト実行委員会〉

◆フェニックスリーグイベント  10/11㊎
〈主催：みやざきフェニックス・リーグ支援実行委員会〉

◆第４回高校生ビブリオバトル  10/12㊏
〈主催：宮崎県教育委員会〉

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：11/30㊏応募締切：11/30㊏

◎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「名探偵コナン 科学捜査展」の招待券をプレゼント。

Q

前 号 の 答 え ： ❸ ピ タ ゴ ラ 装 置  が 正 解 で し た ！

「名探偵コナン」の主人公、コナン君の名字は何？
① 神田川　　② 江戸川 　　③ 大淀川

      

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63円が必要です（2019年10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 39クイズ係
【締切】2019年 11月30日 （土）必着

◆「誕生30周年記念 ウォーリーをさがせ！展」にご来場いただいたお客様からさまざまな反響がありました！
◆たくさん難しい問題もあったけど、たのしくて気分がウキウキしました。(小学生男児)◆息子の付き添いで

展覧会に来たのですが、私も懐かしくて楽しませてもらいました。(４０代女性)◆ウォーリーをさがすのも面白かったし、普段見られない
ものが見られたので夏休みのいい思い出になりました。(小学生女児)◆時間をたっぷり使ってウォーリーをさがしました。原画そのものの
美しさ、細やかさに引き込まれていきました。(40代女性)◆いろいろなウォーリーが見られました。作品がどれも秀逸で完全に騙されま
した…(笑)(40代男性)◆9ヶ月の子どもと来ましたが、息子も分かったようで、とても親子で楽しむことができました(̂ )̂(20代女性)

�入会金無料だから気軽に始められる！

�スタンプ制だから受講しやすい！

�無料一日体験でお試し受講ができる！　

みやざきアートセンターの
「まちなかアートスタジオ」は
多彩なジャンルの１７講座

みやざきアートセンターの
「まちなかアートスタジオ」は
多彩なジャンルの１７講座

＜2019年6月現在＞

      

◆ 講　師 川﨑 朋子　   　  ◆ 対象 18歳以上　　◆ 日時 火曜 第1・3週 10:30 - 12：00

◆ 受講料 2,200円/2回分　◆ 材料費 1回につき800円～2,000円

◆ 講　師
◆ 対　象
◆ 日　時
◆ 受講料
◆ 材料費

濱田 美香
６歳以上
木曜 月３回 10:30～12：30
3,300円/３回分
月に2,000円

講座 「ときめきリボン」講座 「ときめきリボン」

講座 「ハーバリウム　アメリカンフラワーからつながるハンドメイド」講座 「ハーバリウム　アメリカンフラワーからつながるハンドメイド」

スタッフ「Ｉ」の潜入レポート！スタッフ「Ｉ」の潜入レポート！

今回は夏休み特別バージョン！小学生向けに針や
糸を使わずに小物を作成しました。可愛い2種類
のリボンを交互に貼り合わせて、ティッシュケー
スを作ります。(´艸｀*)
手芸用のテープや、接着剤、グルーガンなどさま
ざまな道具を使って仕上げていきますよ～どんな
風に仕上がるのかワクワク☆

みんな真剣な表情で…布用テープを貼ってリボン
をつないでいきます。柄の向きも気を付けて…丁
寧に進めていきます。

アイロンがけ、家でお手伝い
しているのかな？なかなか
お上手ですね！(*‘ω‘ *)

月に3回開講のアメリカンフラワー教室。アメリカンフラワーとは、形つ
くった針金に合成樹脂液で膜を貼らせて、葉や花びらを作り仕上げていく
クリスタルなお花です。そしてこの秋、講座がリニューアル！10月より、
アメリカンフラワーだけでなく、今大人気のハーバリウム作りも学んで
いただけます。光の反射によってきらきらとした透明感を楽しむことが
出来るハーバリウム。手作りのアメリカンフラワーを専用オイルに入れ
て、自分だけのオリジナルな作品を作ってみませんか？

普段は大人の方向けの講座を実施中です。初心
者でもやさしいステップからはじめるので安
心♪
最初はお子様向けのリボンアクセサリーから
始めるそうですよ～お子様にハンドメイドア
クセサリーを作ってあげてくださいね。

上級者の方はいろんなパターンのアクセサリーや大人用の物にも挑戦
されています！先生がその人に合わせて、作りたいものを丁寧に教え
てくれますよ♪

★完成!!★

リニューアル！

バッグの

飾りにも

カチューシャ

髪どめや



『とうさんのあしのうえで』
出版社：講談社　　作・絵：いもとようこ

ペンギン親子の、感動的ないのちの物語!　南極の冬、マイナス50度。コウテイペンギンの夫婦は
命をかけて、たったひとつのたまごを守り、育てます。コウテイペンギンが夫婦になって、卵を産み、
育てていく過程が丁寧に描かれています。その中にずっと流れている「夫婦お互いを、子供を、仲
間を、愛する心」を、極寒の地に生きるペンギンたちの過酷な条件下でたくましく生きようとする強
さとともに感じることができます。命の重さを、やさしい絵で子どもに伝える絵本です。（ひろあき）

『Wagashi』～和の菓子～
出版社：ピエ・ブックス　　選・文：高橋睦郎　　写真：与田弘志

和菓子は、四季折々の伝統文化と芸術が融合し、職人の「技」と「心」が息づいています。例えば
九月の『うさぎまん』。淡い色のウサギが可愛らしくて、食べるのがもったいない…(≧▽≦)
『はつせのにしき』。紅葉をイメージした、透明感のある赤と黄色のグラデーションが美しい芸術
作品。日本の宮中・年中行事に欠かせない和菓子。その一つひとつに誕生の歴史があり、写真と
解説で深く「美しき日本文化」に引き込まれます。（CHIE）

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）

お菓子入れをつくろう！合言葉はトリック オア トリート

ハロウィン用のお菓子入れを作って合言葉を言おう！
プチプレゼントがあるかも⁈
簡単な仮装をして写真を撮れるコーナーもあります♪
※材料が無くなり次第終了

10/25㊎ ～ 10/31㊍
対象：子どもと保護者

カプセルで、クリスマスオーナメントをつくろう！

ガチャガチャのカプセルを利用して、
クリスマスの可愛いオーナメントをつくろう！
※先着50人

12/14㊏ ～ 12/25㊌
対象：子どもと保護者

10/12㊏ ・11/9㊏ ・12/14㊏
毎月第2土曜日 14:00～20分程度

きせつのこうさく

えほんのせかい

演奏ボランティア「おとバンク」によるピアノの連弾と
オカリナ・ギターのコンサートです♪

10/20㊐  14:00～15:00
秋のコンサート

●対　　象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
●定　　員：10 名
●参 加 費：500 円
●場　　所：3階創作アトリエ
●予約開始：それぞれ実施日の 1 ヶ月前 9：00 ～
●内　　容：20 ㎝×2mの板を自由に製作できます。
 　  木育サポーターと宮崎大学の学生が、
 　  アドバイスを行いますので、安心です。

10/12㊏・11/30㊏
自由工作

季節のコンサート

もくいく

えほんサポーターによる絵本の読み聞かせ

日　時：10月5日㊏
　　　  10:00～15:00 
会　場：4階ホワイエ
参加費：無料
定　員：40名程度  

当日 会場で受付します。（定員になり次第締め切ります）お申込み

POLA霧島店スタッフが
  ハンドマッサージを行います。

心身ともにリフレッシュ
しませんか？ 

TOYクリエーター野出正和と古川孝の　　
カラクリ・ワールド

10:00 ～ 18:00 最終日は 17:00 まで
みやざきアートセンター （４階）

みやざきアートセンターは10月1日に開館10周年を迎えます！10周年を記念して
TOYクリエーター野出正和さんの作品展示と市民参加型イベントを開催！
宮崎オリジナルの形も取り入れたピタゴラ装置も製作予定です♪

巨大なピタゴラ装置
巨大なピタゴラ装置 いろんな

カラクリ装置いろんな
カラクリ装置

入場口 ５階
※入場は17:30まで入 場 無 料

会場で投票用紙をお渡ししますので、あなたの心にビビッ！と響い
た作品に投票してください。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！  ビビット賞を受賞された
出品者の方には賞状と副賞が授与されます。

◎宮崎市在住・在勤・在学者および綾町・国富町在住者（高校生以上）が対象
【搬入日】　写真…10/10㊍　平面…10/11㊎　立体・書…10/12㊏ 　※各日10:00～18:00
【出品料】　一般 … 1点につき2,000円 　学生 … 1点につき1,000円
【会　場】　みやざきアートセンター ４階 受付会場

作
品
募
集 　　　　　当日　　前売　　限定グッズ付前売＊

一　般　1,200円　1,000円　　 1,500円

中高生　    900円　    700円　　 1,200円

小学生　    700円　    500円　　 1,000円

◎ 前売り券は9月１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

＊限定グッズ付き前売券はセブンイレブンにて販売。
他では手に入らないプレミアムグッズ、オリジナル
チケットホルダー＆ブックマーカー3種セットが
付いたお得な前売券です。　

フォトスポット

グッズショップ

キラキラ缶ミント
タブレット(全4種)

▼

このほかにも
会場でしか買えない
グッズがいっぱい !!

クリアファイル(全5種)
▼

ガイドブック：会場限定販売。
青山剛昌先生描きおろし複製

ミニサイン色紙付き！
▼

ポストカード(5種セット)
▼

蝶ネクタイ型変声機
パイスイーツ

▼

TD缶バッジ
(全13種 ブラインド)

▼

人気テレビアニメ「名探偵コナン」の世界観をベースに、科学捜査のプロセス
を楽しみながら体験できる企画展がみやざきアートセンターで開催され
ます。会場に一歩足を踏み入れればそこは事件現場。探偵手帳を手に、証拠
を採取する「現場検証エリア」、新たな情報を収集する「聞き込みエリア」、
証拠を科学的に鑑定する「ラボエリア」を巡り、事件の真相を解明して
ください。
原作者・青山剛昌による複製原画コーナーも登場！貴重な作品の数々を
間近で鑑賞できます。さらに特設ショップでは、展覧会オリジナルグッズを
多数販売します。

科学捜査を駆使して難事件を解明せよ！科学捜査を駆使して難事件を解明せよ！

10:00～18:00 ※入場は17:30まで
12/24を除く火曜日と12/31~1/1は休館日

江戸川コナン握手撮影会
11/24㊐、12/8㊐、12/22日㊐、1/2㊍、1/12㊐
① 10:30～　② 12:00～　③ 14:00～　④ 16:00～
※約30分間《時間は変更になる場合がございます》
※展覧会チケットをご提示いただきます。

関連イベント

クリスマススペシャルコンサート  12/22㊐14:00～15:30《入場無料》

会場：みやざきアートセンター1階太陽の広場(予定)
出演：アカデミック・ブラス・アンサンブル

３F交流サロンにはスタッフが気になった宮崎のアーティストの

作品などを展示しています。2ヶ月ごとにいろんな方をご紹介♪みんなのギ ャ ラ リ ー

人の頭の中にある思いや考
えといった「思考」をテーマ
に、金属鋳造や平面の作品を
制作している。自分の頭の中
にある思考は、モヤモヤとし
て形のない、まるで煙のよう
なものだ。それが頭の中にた
まってしまうと苦しい。その
煙を抜いてあげるため煙突を
作り、煙を外へ導く。その煙
の形（＝自分の思考）に興味
がある。 

杉原木三

☆10月～11月はこの方☆ ☆11月～12月はこの方☆

すぎはら もくぞう

〈 玉手箱 〉

日南出身の女性作家。女子
美術大学に進学し、ファッ
ションについて学ぶ。今回展
示する作品は、画家モディリ
アーニにインスピレーション
を受けて作ったもの。モディ
リアーニが描いた瞳のない
女性たちの細長い首、丸い
肩、そして深みのある色づか
い…そんなノスタルジックな
儚さに魅力を感じてほしい。
衣装数点を展示予定。

外林真智
とばやし  まち

〈 絵画のなかの女 〉
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