
　（別紙）

日付 主体 イベント名 実施内容 参加対象 定員（人） 事前申込 参加費 実施会場 ＵＲＬ（または問合せ先tel）

11月1日(金)
「空の日」「空の
句間」宮崎空港
実行委員会

空の日イベント
航空会社によるステージイベント、
管制塔見学、フライトシュミレーター
操縦体験など

制限なし なし 不要 無料 宮崎空港 https://www.miyazaki-airport.co.jp/event

県総合博物館 むかしのあそび
むかしなつかしいおもちゃを使った
遊び体験

制限なし なし 不要 無料
総合博物館歴史展示
室「時代のひろば」

http://www.miyazaki-
archive.jp/museum/event/index.html

延岡市 のべおか子どもセンター 九保祭に参加しよう
未就学児と
小学生

80 不要 無料 九州保健福祉大学 0982-22-7032（延岡市社会教育課）まで

紙芝居 １日２回、紙芝居を２作品ずつ実施 制限なし なし 不要 無料
総合博物館歴史展示
室「時代のひろば」

～博物館がやって来る！～
「どこでも博物館ｉｎ串間市秋
まつり」

博物館の収集資料、活動等を紹介 制限なし なし 不要 無料 串間市文化会館

図書交換市 制限なし なし 不要 無料
宮崎市立図書館
ふれあい広場

あおぞらおはなし会
未就学児と
小学生

なし 不要 無料
宮崎市立図書館
ふれあい広場

わくわくボランティアシアター
未就学児と
小学生

なし 不要 無料
宮崎市立図書館
2階AVホール

無料不用本市「ブックリサイクル」 制限なし なし 不要 無料
カルチャープラザアート
ギャラリー

おりがみ教室 中高生 50 不要 無料
カルチャープラザセミ
ナー室２

民話のじかん（民話のおはなし会） 制限なし なし 不要 無料
延岡市立図書館おはな
しのへや

映写会
未就学児と
小学生

なし 不要 無料
延岡市立図書館おはな
しのへや

いきいき子育て講座 親子遊び「ぱぱパーク」
１歳以上の
未就学児

25 要 無料
カルチャープラザのべ
おか

0982-22-7032（延岡市社会教育課）まで

串間市 串間市民秋まつり 育成バザー 制限なし なし 不要 無料 市民秋祭り会場
0987-72-8701（子育て支援センターすこ
やかひろば）まで

県総合博物館 紙芝居 １日２回、紙芝居を２作品ずつ実施 制限なし なし 不要 無料
総合博物館歴史展示
室「時代のひろば」

http://www.miyazaki-
archive.jp/museum/event/index.html

小林市 市民芸能祭
市民団体や個人による芸能等(フラ
ダンスやバレエなど）を披露する

制限なし 1117 不要 無料 文化会館大ホール
http://cms.city.kobayashi.lg.jp/display.php
?cont=150623155846

11月5日(火)
11月6日(水)

11月7日(木) 小林市 グランプリ・コンサート２０１９ ２人組によるロシア楽器の演奏会 小学生以上 288 要
生徒500円
一般1000円

文化会館小ホール
http://cms.city.kobayashi.lg.jp/display.php
?cont=150623155846

11月8日(金) 県企業振興課 第26回みやざきテクノフェア
県産技術・製品の紹介、科学技術
の体験

制限なし なし 不要 無料 宮崎県体育館
http://www.mia.or.jp/cgi-
bin/news/SkinView.cgi?mode=1&cid=5&id
=864&html=./detail05.html&link=1

11月4日（月・祝）

　　　　　　　　　　　　11月（子育てマンス）における子育て支援関連イベント　一覧表

11月2日(土)

11月3日(日)

県総合博物館
http://www.miyazaki-
archive.jp/museum/event/index.html

宮崎市 図書館まつり
http://www.lib.city.miyazaki.miyazaki.jp/?
page_id=158

延岡市
第21回図書館まつり http://www.lib.city.nobeoka.miyazaki.jp/
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県こども政策課 子育て応援フェスティバル
子育て団体・企業のブース出展とス
テージイベント

制限なし なし 不要 無料 宮交シティ
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kodomo-
seisaku/kenko/kodomo/20191020152034
.html

県企業振興課 第26回みやざきテクノフェア
県産技術・製品の紹介、科学技術
の体験

制限なし なし 不要 無料 宮崎県体育館
http://www.mia.or.jp/cgi-
bin/news/SkinView.cgi?mode=1&cid=5&id
=864&html=./detail05.html&link=1

県総合博物館 クイズラリー
常設展示室をまわりながら、宮崎
の自然、歴史、民族について学習

制限なし なし 不要 無料
総合博物館常設展示
室

http://www.miyazaki-
archive.jp/museum/event/index.html

延岡市 のべおか子どもセンター 秋を楽しもう
未就学児と
小学生

50 要
保険料50円
材料費50円

リバーパル五ヶ瀬川周
辺

0982-22-7032（延岡市社会教育課）まで

すずのや プログラミング体験
・パソコンでプログラミングの基礎を
体験

小学生以上 20 要 無料 すずのや
https://suzunoya.space/2019/07/15/oya
ko-programming/

県こども政策課 子育て応援フェスティバル
子育て団体・企業のブース出展とス
テージイベント

制限なし なし 不要 無料 宮交シティ
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kodomo-
seisaku/kenko/kodomo/20191020152034
.html

「チリンとドロンのコンサート」 赤ちゃんのためのコンサート
乳幼児（0～
2歳）

100 要
子供500円
一般1000円

メディキット県民文化セ
ンター（宮崎県立芸術
劇場）イベントホール

 「あそびのぼうけんコンサート」
「あそび」をテーマに想像力を刺激
する体験型コンサート

未就学児（3
歳～）以上

300 要
子供500円
一般1000円

メディキット県民文化セ
ンター（宮崎県立芸術
劇場）イベントホール

紙芝居 １日２回、紙芝居を２作品ずつ実施 制限なし なし 不要 無料
総合博物館歴史展示
室「時代のひろば」

西都原古墳群の前期古墳を
中から観察しよう

男狭穂塚・女狭穂古墳出現前夜の
古墳群形成の歴史やヤマト王権と
の関係について学習

小学生以上 30 要 無料 西都原古墳群(西都市）

都城市 赤ちゃん広場
体重測定・育児相談･参加者交流
会ほか

乳幼児と未
就学児

12 要 無料 都城市保健センター 0986-36-5661（都城市保健センター）まで

延岡市 いきいき子育て講座 子育て講話
１歳以上の
未就学児

25 要 保険料50円
カルチャープラザのべ
おか

0982-22-7032（延岡市社会教育課）まで

宮崎ＬＤ・発達
障がい親の会
「フレンド」

障がいのある人の人権を尊
重した余暇活動

発達障がいのある子供の興味に寄
り添い、自尊心を高める余暇活動
を学ぶ講演会とシンポジウム

制限なし 500 要 無料 JAアズムホール http://ldfriend.com

NPO法人桜ます 「作品を焼いてみよう」 陶芸教室 制限なし 20 要 無料
山之口シルバーヤング
ふれあいの里

https://sakuramasumiyazaki.wixsite.com/
sakura/blank-13

11月11日(月)
11月12日(火)

11月13日(水) 延岡市 いきいき子育て講座 幼児救急救命法
１歳以上の
未就学児

25 要 保険料50円
カルチャープラザのべ
おか

0982-22-7032（延岡市社会教育課）まで

11月14日(木)
11月15日(金)

11月9日(土)

11月10日(日)

県みやざき文化
振興課

http://www.miyazaki-
ac.jp/index.php?page_id=981

県総合博物館
http://www.miyazaki-
archive.jp/museum/event/index.html
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むかしのあそび
むかしなつかしいおもちゃを使った
遊び体験

制限なし なし 不要 無料
総合博物館歴史展示
室「時代のひろば」

みやざきの昔話公演
県内各地で語り継がれている昔話
５～６話を語り部の方が口承

制限なし なし 不要 無料
総合博物館民家園（椎
葉の民家）

宮崎県北の地
域医療を守る会

知ろう小児医療守ろうこども
たち親子で参加するおはなし
会

絵本の読み聞かせ、阿真京子さん
による小児医療講演会など

未就学児 70 不要 無料
延岡市民協働まちづく
りセンター

0982-20-5000（宮崎県北の地域医療を
守る会）まで

紙芝居 １日２回、紙芝居を２作品ずつ実施 制限なし なし 不要 無料
総合博物館歴史展示
室「時代のひろば」

はじめての草木染め
植物を使った草木染めで自分だけ
のオリジナルグッズ作り

小学生以上 20 要 無料 総合博物館研修室２

みやざきの森林
づくり推進室

クリスマスリースづくり教室 クリスマスリースづくり 制限なし 40 要 無料 川南遊学の森
http://www.miyazaki-
midori.org/yuugaku_p3.html

県みやざきブラ
ンド推進室

Karada Good Miyazaki フェス
タ2019

「宮崎の食」への理解促進や健康
寿命の延伸につながる取組を紹介

制限なし なし 不要 無料 JA・AZMホール http://www.umk-s.co.jp/

県こども家庭課 すまいる家族大集合Ⅰ 親子でのキャンプ体験 制限なし 親子15組 申込締切

未就学児500
円
小学生以上
700円

むかばき青少年自然の
家

0982-38-0272（むかばき青少年自然の
家）まで

はらはらわくわくふるさと体験
隊

漁業体験ｉｎ島野浦 小学生 60 要
無料(船賃

1000円別途)
島野浦町 0982-22-7032（延岡市社会教育課）まで

延岡こども商店街 商店街と連携した職業体験 小学生 420 不要 500円
山下新天街、祇園町銀
天街

0982-33-4945(延岡市商店会連合会)
(月～木　13：00～17：00)

NPO法人みや
ざき子ども文化
センター

街の小さな音楽会
ヴァイオリン、ピアノ、パーカッション
の共演

乳幼児と未
就学児

親子20組 要 500円 若草HUTTE
http://www.kodomo-
bunka.org/topics.php

11月18日(月) 延岡市 ふれあい広場 健康相談等
乳幼児と未
就学児

なし 不要 無料
延岡市保健センター(市
役所内)

0982-22-7014（延岡市健康増進課）まで

延岡市 子ども発達支援講演会 発達支援啓発講演 制限なし 170 要 無料 延岡市役所講堂 0982-22-7014（延岡市健康増進課）まで

ＮＰＯ法人ヒミツ
キチ

講演会「外遊びの力－子ども
期の豊かな遊びの必要性－」

講演会（19:30～） 制限なし 50 要 無料
生目台西小学校体育
館

080-5287-0912（山下）まで

11月20日(水) 延岡市 いきいき子育て講座 調理実習と食育講話
１歳以上の
未就学児

25 要
保険料50円
材料費実費

カルチャープラザのべ
おか

0982-22-7032（延岡市社会教育課）まで

11月21日(木)

11月22日(金) 都城市 離乳食教室 講話・離乳食調理・試食
乳幼児と未
就学児

親子22組 要 無料 都城市保健センター 0986-36-5661（都城市保健センター）まで

延岡市

11月17日(日)

11月19日(火)

11月16日(土)

県総合博物館
http://www.miyazaki-
archive.jp/museum/event/index.html

県総合博物館
http://www.miyazaki-
archive.jp/museum/event/index.html
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紙芝居 １日２回、紙芝居を２作品ずつ実施 制限なし なし 不要 無料
総合博物館歴史展示
室「時代のひろば」

クイズラリー
常設展示室をまわりながら、宮崎
の自然、歴史、民族について学習

制限なし なし 不要 無料
総合博物館常設展示
室

丹助岳に登って環状岩脈を
観察しよう

登山を楽しみながら約１５００万年
前のマグマの活動についての学習

小学生以上 20 要 無料 丹助岳（日之影町）

宮崎市
図書館まつり講演会
「ザ・キャビンカンパニー えほ
んおはなし会」

①絵本作家による読み聞かせ
②作家と一緒にダンスやクイズ、創
作体験を楽しむレクリエーション

制限なし 130 申込締切 無料
宮崎市立図書館
２階AVホール

http://www.lib.city.miyazaki.miyazaki.jp/?
page_id=158

NPO法人桜ます 「苔玉や多肉植物を植えよう」 陶芸作品への移植 制限なし 20 要 100円 下水流児童館
https://sakuramasumiyazaki.wixsite.com/
sakura/blank-13

県こども政策課 パパの家事・子育て講座
小学生のお子さんとお父さんによる
キャンプ体験

小学生のお
子さんとお
父さん

親子20組 要 無料
潮の杜
（潮小学校跡地）

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kodomo-
seisaku/kenko/kodomo/20190913150105
.html

紙芝居 １日２回、紙芝居を２作品ずつ実施 制限なし なし 不要 無料
総合博物館歴史展示
室「時代のひろば」

これからはじめるバードウォッ
チング

初心者のための野鳥観察講座
未就学児（3
歳～）以上

20 要 無料
総合博物館研修室１、
神宮の森

小林市
第８回こばやしわのしずくフェ
スティバル

第１部小林市民吹奏楽団の演奏
第２部西藤ヒロノブコンサート

小学生以上 1117 要
生徒500円
一般1000円

文化会館大ホール
http://cms.city.kobayashi.lg.jp/display.php
?cont=150623155846

NPO法人桜ます 「苔玉や多肉植物を植えよう」 陶芸作品への移植 制限なし 20 要 100円 すくすく児童クラブ
https://sakuramasumiyazaki.wixsite.com/
sakura/blank-13

11月25日(月)
11月26日(火)
11月27日(水)
11月28日(木)
11月29日(金)

県こども政策課 パパの家事・子育て講座
①ベビーマッサージ教室
②Nobody's perfect
③離乳食クッキング教室

乳幼児（0～
1歳）

午前・午
後ともに
親子各10
組程度

要 無料 九州電力宮崎営業所
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kodomo-
seisaku/kenko/kodomo/20190913150105
.html

むかしのあそび
むかしなつかしいおもちゃを使った
遊び体験

制限なし なし 不要 無料
総合博物館歴史展示
室「時代のひろば」

佐土原人形絵付け体験 佐土原人形の絵付け体験 小学生以上 20 要
人形代実費
（金額未定）

総合博物館研修室１

　(公社)宮崎県
森林林業協会

木製カレンダーづくり教室
（12月1日までの1泊2日）

森林・林業の働きを学び、地域から
得られる自然素材を使った工作等
を体験する。

小学生 30 要
500円

（宿泊費別）
宮崎県林業技術セン
ター（森の科学館）

0982-66-2004（森の科学館）まで

県こども家庭課
むかばきひとり旅Ⅱ
（12月1日までの1泊2日）

小学生の「ひとり旅」による野外活
動などの自然体験

小学生（1～
3年）

50 要 2800円
むかばき青少年自然の
家

0982-38-0272（むかばき青少年自然の
家）まで

11月30日(土)
県総合博物館

http://www.miyazaki-
archive.jp/museum/event/index.html

11月23日(土)

県総合博物館
http://www.miyazaki-
archive.jp/museum/event/index.html

11月24日(日)
県総合博物館

http://www.miyazaki-
archive.jp/museum/event/index.html
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