
 

 子ども劇団空風スマイルシアター公演終了！ 
 

２月１６日に県電ホールにて『神鳴三兄弟』（脚本：原口
奈々、演出：永山智行）の公演を行いました！ 

昨年６月から９ヶ月間、毎月２回の練習や合宿を行い、演じ
ることの基本から台本つくりを体験してきた子どもたち。公演
前には放課後や休日も連日練習に励み本番を迎えました。 

午前、午後の２回公演で延べ２４０名を超える方が観に来て
下さいました。 

会場には受験のため今年度参加できなかった空風スマイルシ
アターの子どもたちも駆けつけ、公演後に仲間たちと楽しそう
に語り合っている姿も見ら 
れ、子どもたちの居場所に 
なっていることをうれしく 
思いました。 

来年度の活動が６月から 
スタートする予定です。参 
加者の募集など、またお知 
らせいたします。  
〈問合せ先〉みやざき子ども文化センター  ６１-７５９０ 
                 〈子どもゆめ基金助成活動〉 

〈国文祭・芸文祭みやざき 2020 応援プログラム〉 

 

保育のお仕事をお探しの方へ 
 
 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 
 ２月２２日にはみずほ保育園にて、再就職への不安や悩みを
軽減してもらうことを目的に「とびだせ！保育の世界へ～お茶
をしながら保育の仕事を知ろう」と題しサロンを行いました。 
 子育て中の方、保育の仕事に復帰したい方、様々な立場の方
が参加されていましたが、現役保育士から就職までの体験談や
働き方について話を聞きみなさん前向きに再就職を考えること
ができるようになったようです。今後も 
このようなサロン開催を予定しています。 

保育士支援センターではみなさんの働 
き方について一緒に考えていきたいと思 
いますのでまずはお気軽にご相談下さい。  
【お問合せ先】 

宮崎県保育士支援センター  ０８０－３２２９－３２４３ 
Mail：lacrekid@kodomo-hoiku.org 

 

 
 

  
  

 
       

   

 

特定非営利活動(NPO)法人  

  みやざき子ども文化センター 

～子どもたちに笑顔を、子どもたちから笑顔を！～ 

ニュースリリース  ２０２０年３月号 

イベントカレンダーは裏面です 

キッズ・アート・アカデミーの活動の様子 
 

ＫＩＤ’Ｓ☆ＳＴＡＲ＆アートドラムズ×ひなた 
「ごちそうアーツ」に出演しました！ 

 
こどもコンテンポラリーダンスカンパニー “ＫＩＤ‘Ｓ☆Ｓ

ＴＡＲ”と和太鼓チーム”アートドラムズ×ひなた“ は、パ
フォーミング・アーツ・イベント「ごちそうアーツ」に出演し
ました！県内外の多ジャンルのアーティストのパフォーマンス
に刺激を受け、賑やかなイベントを体いっぱい楽しみました♪ 

アートドラムズ×ひなたは、これから夏に開催される「まつ
りえれこっちゃみやざき」へ向けて練習に取り組みます。メン
バーも随時募集中です。まずは見学だけでもどうぞ♪  
 

里親制度をご存知ですか？  
「里親制度」とは、様々な事情により家庭で暮らすことがで

きない子どもたちを家庭に受け入れ、家庭的な雰囲気の中で愛
情と真心を込めて育てようとする制度です。 

どのような制度かを知って頂くために無料で出前講座を実施
しています。研修会やイベント、子育てに関する勉強会の場な
どで利用できます。  
対  象：一般の方、グループ、団体（いずれも５人以上） 
所要時間：３０分～１２０分 ＊ご相談に応じます。 
曜  日：月曜日～日曜日（年末年始、祝日を除く） 
費  用：無料（会場の手配、会場等にかかる費用は申込者の 

負担となります。） 
講座内容：「制度説明」のみ、または「制度説明」＋追加講座 

     *追加講座は下記いずれかよりお選び下さい。 
①普及啓発ＤＶＤ視聴 ②体験談 ③施設等職員の話 

申込方法：里親普及促進センターのホームページより、申込用 
紙をダウンロードし、メール・FAX・郵送のいずれ 
かにてお申し込み下さい。 
＊調整に時間がかかる場合があります。 

  
〈連絡先〉里親普及促進センターみやざき 
    ２０-１２２０ Ｅ-mail：satooya@kodomo-bunka.org 

新型コロナウイルス感染症について   
 今、新型コロナウイルス感染症について、さまざまな情報が
発表されています。時にはネットニュースなど噂に過ぎないも
のも含まれている可能性があります。厚生労働省や市町村など
の公的機関の正確な情報を得るようにしましょう。 
 ウイルスの飛沫感染、接触感染を防止するため、咳エチケッ
ト・手洗い・うがいを徹底しましょう。菌を家に持ち込まない
ためにも手洗いは重要です。外出も控えるように言われていま
すが、子どもたちと家の中で過ごす時間が増えることになりま
す。厳しい状況にはありますが、親と過ごす時間が増えること
は子どもにはうれしい時間になるのではないでしょうか。 
 早く収束に向かうよう、正しい情報収集と予防対策を心がけ
ましょう。 
 当団体では、３月１０日（火）に予定しておりました「街の
小さな音楽会」を延期することとなりました。また、その他事
業についても研修会や交流会などを、中止または延期すること
になりました。何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。 

延期となるものについては、改めてお知らせいたします。 

子育ての悩みは誰にでもあるもの 
  
 最近ニュースやテレビ番組などで、子どもの虐待について、
多く取り上げられるようになりましたね。 
 体罰としつけとはどのように違うのか、考えてみたことはあ
りますか？身体に何らかの苦痛や不快感を意図的にもたらす行
為はどんなに軽くても体罰にあたるそうです。 
 世界では、１９７９年にスウェーデンが世界で初めて体罰を
禁止し、日本では２０１９年６月に成立した児童福祉法等の改
正により体罰禁止が法制化されました。 
 また、ＳＤＧｓの目標の一つ「１６.平和と公正をすべての人
に」の中にも「子供に対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形
態の暴力及び拷問を撲滅する」というターゲットが掲げられて
います。 
 日々子どもに関わる中で、様々な悩みやストレスを抱え、う
まくいかず怒りたくなることもあると思います。そんな時は怒
る前にひと呼吸してみましょう。少し時間を空けるだけでもほ
んのちょっと自分を客観的に見ることができるのではないで
しょうか。 
 子どもが育っていくには、保護者だけではなく地域 
や社会全体で見守るサポートも必要です。子どもの成 
長や状況に応じて支援機関も上手く利用しましょう。 
支援の手は身近なところにもありますよ。 

〈裏面に関連情報があります〉 



  

 
   

 

  
 

 
 
 

 
 
 
  

   
 

 
 

 
 

 
 

  
     

 
 
 
 

 
 

 
  
 

 
  

   
  

楽しいこと、いっぱい！ 

☆…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 

 

E-mail : center@kodomo-bunka.org  HP: http://www.kodomo-bunka.org    【ホームページ QR コード】 

〒880-0051 宮崎市江平西１丁目５番 11 号 

 江平ビル１０５号 

TEL：０９８５－６１－７５９０    

 FAX：０９８５－６１－３６３５ 【受付時間】月～金 午前１０時～午後 6 時 

３月のイベントカレンダー 

みやざきアートセンターのお知らせ 
 
「Ａｒｔ Ｂｏｘ 02 アートボックス」 
 
 アートを通じた出会いと交流、制作活動の
支援を目的にアーティストを個展形式で紹
介する展覧会です。  
期間 ２月２２日（土）～３月１５日(日) 
         ※火曜日休館 入場無料 
 
「シルバニアファミリー展」＊九州初開催  
期間 ３月２０日（金・祝）～５月１０日(日) 
      ※休館日 3/24、4/14、4/21、4/28   
前売券発売中  
 一 般（中学生以上） 600 円（当日 800 円） 
 子ども（４歳～小学生）300 円（当日 500 円） 
みやざき子ども文化センターでも取り扱っています。 

  
【問合せ先】みやざきアートセンター ☎２２‐３１１５ 

子育ての悩みや 
困りごとはありませんか？ 

 
子育て中に何か困ったことや誰かに相談
したいことがありましたらみやざき子ど
も文化センターへお電話下さい。その他
宮崎県や宮崎市が情報を発信しているホ
ームページもありますので下記をご参照
下さい。各市町村にもあります。 
    
＊みやざき子ども文化センター 
   ☎６１－７５９０（平日１０時～１８時） 
 
＊みやざき子育て支援ポータルサイト 

「すくすくみやざき」 
＊宮崎市子育てナビ 
＊宮崎市子育て情報誌 

（それぞれホームページからご覧になれます。） 

各イベントなどにつきましては、新型コロナウイルス感染拡大
予防のため、中止または延期になる場合もあります。 

また、季節柄インフルエンザなどの流行も考えられますので、
皆さんも、咳エチケット・手洗い・うがい・手指のアルコール消
毒などをして感染しないように心がけましょう。 

子ども食堂のこと知っていますか？  
子ども食堂は、子どもからお年寄りま

で、地域のみんなが気軽に集まれる「地
域の居場所」です。ここでは無料や低料
金で食事を提供しています。一緒にごは
んを食べたりするほかに、遊んだり、勉
強をしたり、それぞれの子ども食堂の特
色があります。子ども食堂に行ってみた
い方や興味のある方は子ども食堂コーデ
ィネータまでお電話ください。 
   
【問合せ先】 

支え合いの地域づくりネットワーク  
   ０８０-４６９９-６７８８ 

（コーディネータ直通） 
＊この事業は宮崎市の委託を受けて実施して
います。 

月 火 水 木 金 土 日

１

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９ １０ １１ １２ １３ １４ １５

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

〇ハンドベル教室
１０：００～１１：３０

○おもちゃ広場
１０：００～１４：００

２９

３０ ３１

〇県パネル展
「統計グラフコンクー

ル作品展」
～１７日まで

★お誕生会
（２月・３月生まれ）
「手形を取ろう」
１０：３０～１１：３０

○おもちゃ病院
１３：００～１６：００

○おもちゃ広場（おも
ちゃいっぱいの日）

１０：００～１４：００

★赤ちゃん広場
（絵本とわらべ歌）
１０：００～１２：００

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

○おもちゃ広場
（堤さんのおもちゃ作
り）

１０：００～１４：００

○おもちゃ広場
（絵本読み聞かせ）

１０：００～１４：００

❤多読賞表彰式
１５：３０～１６：３０

〇ピンポン道
１６：００～１７：００

〇おたのしみ教室
１３：３０～１５：３０

〇ハンドベル教室
１０：００～１１：３０

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

❤物語の絵を描こう
１５：３０～１６：３０

★スプリング
コンサート

（オカリナ＆ギター）
１１：００～１１：３０

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０


