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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）

※9/24㊌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

至
↑

岡
延

至 宮崎駅→

駐 車 場

●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
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人と街とをアートでつなぐ人と街とをアートでつなぐ

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。

《定期イベント》

◆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４土曜日
〈主催：一番街商店街・若草通商店街〉

◆まつりえれこっちゃみやざき2019　7/13㊏・14㊐
〈主催：まつりえれこっちゃみやざき事業推進委員会〉

◆空き店舗内覧会　7/14㊐
〈主催：Doまんなかモール委員会〉

◆一番街こんねまつり　7/19㊎
〈主催：一番街〉

◆第71回みやざき納涼花火大会　8/3㊏
〈主催：宮崎商工会議所・みやざき納涼花火大会実行委員会〉

◆まつり宮崎2019　8/17㊏・18㊐
〈主催：まつり宮崎実行委員会〉

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。

市民総踊りに

ウォーリーが出没 !?

★ プレゼントクイズ 応募締切：8/31㊏応募締切：8/31㊏

◎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「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 ： ❷ 青 色  が 正 解 で し た ！

みやざきアートセンター10周年の今年は、
宮崎オリジナルの何をつくるでしょうか？
① カラカラ装置　　② ピタット装置 　　③ ピタゴラ装置

      

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
　　　　みやざきアートセンター 38クイズ係

【締切】2019年 8月31日 （土）必着
※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。

�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＞

夏休みの工作や体験にいかが？？夏休みの工作や体験にいかが？？

大人の塗り絵大人の塗り絵

月曜日月曜日

リボンアクセサリーリボンアクセサリー

火曜日火曜日 楽しく描く
トールペイント
楽しく描く

トールペイント

月曜日月曜日

書道キッズ書道キッズ

水曜日水曜日

押し花絵教室押し花絵教室

木曜日木曜日 おしゃれな
ビーズアクセサリー

おしゃれな
ビーズアクセサリー

木曜日木曜日

下に紹介している講座は

夏休み期間1ヶ月だけの受講もＯＫ♪
※ただし1日体験は受けられません

お子様
限定
お子様
限定

詳しくは

お問合せ

ください！

詳しくは

お問合せ

ください！

2,000円/2回分2,000円/2回分

子育て英語子育て英語

2,000円/2回分2,000円/2回分

1,500円/2回分1,500円/2回分

2,000円/2回分2,000円/2回分

2,000円/2回分2,000円/2回分

2,000円/2回分2,000円/2回分

月曜日月曜日

2,500円/4回分2,500円/4回分

骨盤エクササイズ
＆

美容整体入門

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

※開講は9月までの講座になります

ただでさえ冷えやすい女性の体。家事や座り仕事で間違った姿勢をずっととっていると骨盤が歪んで
しまうことも…！？　骨盤が開き内蔵が下がって、血流が悪くなり基礎体温が下がると、便秘や冷え性
の原因に…。骨盤を正しい位置に戻すことで、腰痛や疲れやすさ、肩こりも解消できるんです。ご家
庭でもお子さまと一緒にやってみてくださいね～！

おうちで簡単エクササイズポーズ[Ａ]　お尻や太ももの裏の筋肉をほぐし、
腰痛の改善、ヒップアップ。
　① 仰向けになって右足の裏を壁につける。
　② 左足を右足にかける。
《ポイント》かけている方の足の膝を手でぐっと押すと効果アップ！

おうちで簡単エクササイズポーズ[Ｂ]　大転子と太ももの内側をしめて
下半身太りに効果的！
　① 仰向きに寝て、両膝を立てる。
　② 左足の膝あたりに右足をかけ、そのまま右のほうに両足を倒す。
　③ 両手は頭の上にくるよう、まっすぐに伸ばす。
《ポイント》左足は上半身と一直線に！

体験レポート

【体験してみての感想】ストレッチをして骨盤を正しい位置に戻す

運動をした後に、筋強化のエクササイズを行っていきました。ゆっくり

とした動きなのですが、１時間半受講すると、終わるころにはうっすら

汗が滲むほど…(;’∀’) 特に[Ａ]のポーズは、見た目以上にお尻や

太ももの裏に効きました～！ 普段使わない筋肉は凝り固まってしま

うのだとか…。腰痛持ちの人はお尻の筋肉が固いんだそうです。

(スタッフも実際に腰痛持ちです(;́ ∀` ))テレビをみているときや

寝る前など、普段のちょっとした時間でぜひやってみて下さいね♪

小学生以上小学生以上

7歳以上7歳以上

小学生以上小学生以上

4歳以上4歳以上

7歳以上7歳以上

1歳半以上1歳半以上

5歳以上5歳以上

[Ａ]

[Ｂ]

スタッフ原田の

みてワクワク！
ためしてワクワク！つくってワクワク！ワクワクの4日間

みやざきアートセンター（4階）

入場料
無料

TOY クリエーター野出正和と古川孝のカラクリ・ワールド

その場で作れる工作コーナーその場で作れる工作コーナー

巨大なピタゴラ装置

いろんなカラクリ装置

買って楽しいグッズ
グッズコーナーで購入後に制作できるコーナーです

巨大なピタゴラ装置
宮崎会場オリジナルピタゴラ装置

いろんなカラクリ装置
約 20 種類のカラクリ装置が並びます

買って楽しいグッズ
野出氏の著作本やグッズを販売します

野出 正和 氏 
Node   Masakazu
TOYクリエイター
1966 年東京生まれ
おもちゃに遊ばれないで遊びを作り出せるシンプルで安全なおもちゃをデザイン
1988：創作玩具公募展「佳作」受賞
2000：テレビ番組 TVチャンピオン「木のおもちゃ職人選手権」準優勝
2004：テレビ番組 TVチャンピオン「進め！コロコロからくり装置王選手権」優勝
2018：フジテレビ元旦特番「フジヤマ」にてピタゴラ対決で世界一となる

ただいまピタゴラ装置制作者募集！
6 月 29 日（土）、9 月 7 日（土）
野出氏によるワークショップ開催

若草通に
みんなが作った
ピタゴラ装置が

大集合⁉

まちなか公共空間活用促進事業

みんなの夢でつなごう

若草通ピタゴラ装置
10月

６日 日
14:00 START

（予定） 

詳しくは中面をチェック‼�

◆おかげさまで大盛況のうちに終わった「深堀隆介展～平成しんちう屋～行商編」！！ 最終日には予想以上に
多くの方々が来場され、１階「太陽の広場」まで入場待ちの長い行列ができたほどでした(̂ ^; 『感動した！』

『金魚を封じ込めた魔法のよう』『津波で流されてしまった女の子の遺品に金魚を泳がせたことに涙が止まりませんでした』など……
ご観覧者様から大きな反響が寄せられました。会期を通してお越しいただきました皆様、誠にありがとうございました(*^-^*) ◆そして、
この夏には「ウォーリーをさがせ！展」が開催されます。『家族全員で「ウォーリーをさがせ！」にハマっています。すごく楽しいですよね！
展覧会必ず見に行きます。1回じゃ、たりないかも！』(30代女性)などなど、期待の声が続々と届いています こちらもぜひお楽しみに～♪



誕生30周年記念 オリジナルイベントオリジナルイベント

� 日　　程：７月２８日（日）、３１日（水）、８月４日（日）、１７日(土）

� 時　　間：①１３：３０~１４：３０ ②１５：３０~１６：３０ 
� 対　　象：小学生~大人 
� 定　　員：各回１０名 
� 参 加 費：３００円 
� 条　　件：ウォーリー展のチケット提示（半券可）
� 予約開始：７月1日（月） 9：0０~ 電話にて受付

アイロンヒースで ウォーリーをさがせ！

※小学生は１人でも参加可能ですが、送迎は保護者の責任のもとでお願いします。 
また、展覧会鑑賞は小学生は保護者同伴で可能ですのでご注意ください。 

© DreamWorks Distribution Limited. All rights reserved.

世界中の大人から子どもに親しまれている「ウォーリーをさがせ！」。
この夏、貴重な絵本原画がやってきます。緻密で想像力のあふれる作品
からは、ウォーリーや仲間たちを探す面白さに加えて、新たな驚きと

ユーモアを発見できる展覧会です。ハプニングの一秒前の様子や、宇宙人
や恐竜といった、作者マーティン・ハンドフォード氏の描き出す世界を目の

前に、家族やご友人と一緒に、わいわいと楽しめます。あなただけの想像力
あふれる素晴らしい世界をさがしに来てくださいね。(学芸課松山)

一　般 1,000円
800円
500円

中高生
小学生

当
日
料
金会期中無休

10:00~18:00
※入室は17：30まで

7/13土 
　   ～ 9/1日

※未就学児は無料
※小学生以下は保護者同伴

大正時代に書かれた小川未明の童話「赤い蝋燭と人魚」。人魚の哀しさや人間の欲深さが描かれている切な
い物語です。「人間はやさしい」と信じる人魚が、幸せになってほしいという思いから自分の子どもを人間界
に産み落とします。子どもは老夫婦に拾われ、美しい娘に育ちます。しかし、ある時現れた香具師に娘を売って
ほしいといわれて……。酒井駒子さんの儚く美しいイラストがマッチした、大人向けのダークな雰囲気の絵本
です。ぜひ読んでみてください。(えりこ)

『赤い蝋燭と人魚』
出版社：偕成社　　文：小川未明 ／ 絵：酒井駒子

『ぼくはアフリカにすむキリンといいます』
出版社：偕成社　　作：岩佐めぐみ ／ 絵：高畠　純

「たいくつ」はどうしてなるの？　代わり映えしない毎日を、ある日、キリンは手紙を書くことで抜け出します。同じく、
「たいくつ」なペリカンに、手紙の配達をお願いして…。会ったことも、見たこともない「ともだち」に手紙を書いて、
その、「ともだち」を想像して、返事を待つ。一通の手紙に関わる動物たちが、「たいくつ」な毎日からドキドキの
毎日に。日本の作品で初めて、『ドイツ児童文学賞』を受賞（2018年）したこの作品。一人で読んでも、家族みんな
で読んでも楽しいお話が、シリーズになっています。（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）

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！

6/30㊐ ～ 7/7㊐
対象：子どもと保護者（1人2つずつ）

7/13㊏・8/10㊏・9/14㊏
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

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＆森幸子さんによる、夏の曲のコンサートです。

7/7㊐  14:00～15:00
夏のコンサート

●対　　象：小学生以上
●定　　員：各 10 組
●参 加 費：300 円
●場　　所：3階創作アトリエ
●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

端材で工作

季節のコンサート

もくいく

オビスギでボードゲームを
作っているマエダさんが来て
遊び方を教えてくれるよ！
※こちらは申込み不要

8/3 同時開催

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

10月6日㊐ 14:00～[予定]

みやざきアートセンター （４階）

みんなの夢でつなごう
若草通ピタゴラ装置

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♪

その場で買って

作れる

工作コーナー

身近な材料で作れる装置の工作本も販売

イベント

このイベントで設置するピタゴラ装置を
作ってくれる方を大募集！！

《説明会開催》

【日　時】９月７日㊏(時間未定)
【場　所】みやざきアートセンター5階

【内　容】１０月６日㊐ 若草通に設置する
ピタゴラ装置のルール説明ほか

【対　象】どなたでも
【参加費】無料
【申込み】ホームページからダウンロード

できる申込用紙に必要事項を
記入の上、９月５日㊍までに
FAXでお申し込みください。
FAX：0 9 8 5 - 2 2 - 3116

【問合せ】みやざきアートセンター
TEL：0 9 8 5 - 2 2 - 3115

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

■ 第44回宮崎市美術展 ＜会期：10/26(土)～11/10(日)＞
【搬入日】　10月10日(木) … 写真
　　　　　10月11日(金) … 平面
　　　　　10月12日(土) … 立体・書　※各日10:00～18:00
【会　場】　みやざきアートセンター　4階 受付会場
【出品料】　一般 … 1点につき2,000円 ／ 学生 … 1点につき1,000円

「宮崎市美術展」は、宮崎市在住者、在勤者および在学者
ならびに綾町、国富町の在住者、高校生以上の方はどなた
でも出品できます。芸術の秋、あなたの作品をお待ちして
います♪　詳しくはHPをチェック！

みやざきのアートフィールド

作品募集 !

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♪

三輪浩治ワールド［デザイン編］
宮崎市のデザイン事務所 「アドルックス」 の代
表 三輪浩二さんが、自身の手がけた地元宮崎
のプロダクトデザインを中心に紹介。ディレク
ションポイントの説明もあり、プロのお仕事の中
身が見える内容でした。

みんなのギ ャ ラ リ ー

西都市生まれ。
「死」,「生」,「生まれなおす
こと」をテーマに制作。産道
と死体袋を組み合わせた
モチーフを作品に取り入れ、
「生む性」である女性的な
表現を探求。今回はアクリル
絵具とペンで描く絵画作品と、
石膏や砂利、布などで制作し
た立体作品を展示予定。

宮崎市生まれ。東京都在住。
自身の出産と身近な人の死
をきっかけに、生命をテーマ
にした作品を制作している。
近年のモチーフは子ども。
小さな体に大きなエネル
ギーと希望を湛えながら、
無防備でいつ壊れてしまうか
わからない不安定さを併せ
持つ命の愛（かな）しさを表現
したい。アクリル絵具で描い
た絵画作品を展示予定。

過去の展示風景

緒方智奈美さん 相澤伶奈さん

☆6月～7月はこの方☆ ☆8月～9月はこの方☆

おがた   ちなみ

〈 生まれなおす 〉 〈 生命のかたち 〉

あいざわ  れな


