
★キッチン 
 ・炊飯器や電気ポットは子どもの手の届かないところへ置きましょう。 
 ・テーブルクロスは引っ張ってテーブルの上の物が落ちる 
  危険があるため敷かないようにしましょう。 
 ・包丁や洗剤は流し台の下に置かないようにしましょう。 
★玄関 
 ・ドアで手を挟まないように気を付けましょう。 
 ・段差から落ちないよう柵を設けるなどの対策をしましょう。 
★リビング・寝室 
 ・コンセントは感電防止のキャップを付けましょう。 
 ・アイロンは使い終わったら片づけましょう。 
 ・角が鋭い家具には角にクッションテープ等を付けましょう。 
 ・たばこ・灰皿・ライターなどは手の届かないところに置き 
  ましょう。 
★お風呂場・トイレなど 
 ・浴槽や洗濯機に水を溜めたままにしないようにしましょう。 
 ・洗剤、化粧品などは手の届かないところに保管しましょう。 
★ベランダ 
 ・踏み台になるようなものを置かないようにしましょう。 

 
 
 

 

 

 

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  ２０１６年６月号 

イベントカレンダーは裏面です 

 毎年行っている乳幼児から参加できる「街の小さな音楽
会」を今年度も実施します。今年度の第１回目はジャズピア
ニストをお迎えしての開催です！ 
 童謡あり、ジャズあり、笑いありのステキな楽しい時間を
一緒に過ごしませんか？  
日時：平成２８年６月２３日（木）１１：００～１１：３０ 

会場：ＥＨＩＬＡイベントスペース 

   （宮崎市江平西 1－5－11 江平ビル 104 号） 
 
 ♪ ゲスト ♪ 
 
  河野康弘さん（ジャズピアニスト） 

            京都から来てくださいますよ！ 

参加費：親子 1 組 500 円  
 
※申込先：ＮＰＯ法人みやざき子ども文化センター 
     ＴＥＬ ０９８５－６１－７５９０ 
 

 5 月 30 日（月）に当団体の通常総会を執り行いました。 
  平成 27 年度報告、平成 28 年度事業計画について討議を行いま
した。 
 当団体も皆様のご協力ご支援のもと 15 年の節目を迎え、皆様
へ感謝するとともに、また次の 15 年に向けて職員一同気持ちを
新たに活動を進めて参りたいと思います。 
 今後ともご協力・ご支援のほど何卒よろしくお願い申し上げま
す。 

 先日の熊本で起きた震災後、皆さんも防災について考えたり、ご家族で話し合いをされているのではないかと思います。  
 当団体では子育てサポートセンターのサポート会員養成講座などで講師を招いて、身近にある事故防止や安全面につい
ての講座を実施しています。そこで今回は身近に起こりそうな事故を防ぐために気を付けておくと良いと言われているこ
とをまとめてみました。 
 日頃から気を付けていらっしゃるとは思いますが、身近な事故や思わぬ自然災害での大きな被害を少しでも防ぐことに
つながるよう参考になればと思います。 

～事故から子ども・孫を守るために気を付けておきたいこと～ 

 屋内の危険防止  屋外の危険防止 
★車 
 ・必ずチャイルドシートやジュニアシートを使用しましょう。 
 ・車外にとび出さないようにドアにロックをかけましょう。 
 ・車の近くにいるときは目を離さないようにしましょう。 
 ・車を移動させるときは近くに子どもがいないかを確認しま   
  しょう。 
 ・窓の開け閉めの際、指を挟まないように気を付けましょう。 
★自転車 
 ・子どもを乗せたまま自転車から離れないようにしましょう。 
 ・ヘルメットをかぶるようにしましょう。 
★公園など外で遊ぶとき 
 ・首回りにフードやひものついた服を着せないようにしましょう。 
 ・肩掛けカバンやマフラーも外すようにしましょう。 
 ・道路に飛び出さないように目を離さないようにしましょう。 
  

家具に付けるクッションテープや、戸棚の扉が簡単に開かないように
する安全フック、コンセントに付けるキャップなどはホームセンターや
100 円ショップなどで購入することができます。 

 いつも皆様に応援頂いています当団体所属のゴスペルチー
ム「キッズゴスペルクルー」が初のコンサートを開催すること
になりました♪  
 キッズゴスペルクルーは、宮崎市内のさまざまな学校の小
学生から高校生まで、現在２５名が参加し、今年で結成９年目
になります。宮崎市主催の「こどもきらめく音の祭典」や「２
０１３マグネットスクールみやざき公演」、また街のイルミ
ネーション点灯式やクリスマスイベントなど多くの場に出演
させて頂いています。 
 ダンスやラップなどもあり‼ の 
楽しいステージを計画しています。 
 ぜひ観に来てください！ 
 
日 時：平成２８年７月２３日（土） 

     １８：３０開演 （１８：００開場） 

会 場：メディキット県民文化センター 

       イベントホール 
 
入場料：５００円 

  （チケットのお問合せはみやざき子ども文化センターまで） 



チームラボ★アイランド 
踊る!美術館と、学ぶ!未来の遊園地 

 
 日 時 ： ２０１６年７月２３日（土）～ 
          ８月２８日（日） 
          日曜－木曜 10:00～18:00  
       金曜－土曜 10:00～20:00 
       ※8/11（木・祝）10:00～20:00 
 会 場 ： みやざきアートセンター 
       宮崎市橘通西３－３－２７ 
      ＴＥＬ：０９８５‐２２-３１１５ 
 観覧料 :  一般 1,200（前売 1,000）円 
      中高生 800（前売 700）円 
      小学生以下 600（前売 500 円） 
      ※小学生以下保護者同伴 
       ２歳以下無料 
            ナイト割引：１８時以降の入場は当日料金より１００円引  
   ※前売券はみやざき子ども文化センターでも取り扱っています。 

  
「子どものための音楽会」 

 
 日 時 ： ２０１６年 7 月６日（水）10:30～  
 場 所 ： 宮崎市民プラザ オルブライトホール 

        （宮崎市橘通西 1 丁目 1 番 2 号） 
 演奏者 ： 宮崎大学教育学部 音楽科グループ(仮称) 
 定 員 ： ２５０組 ※事前予約はできません 
 参加費 : 無 料 
 
 ≪お問合せ≫公益財団法人宮崎文化振興協会 ☎0985-41-7004 

 

「クレヨンで描く」 加藤休ミ 絵本原画展 
 

 期 間 ： ２０１６年 6 月 11 日（土）～7 月 10 日(日)  
 場 所 ： 木城えほんの郷 
       （木城町石河内４７５ ☎0983-39-1141）    
    ★ワークショップ 6 月 26 日(日) 
   「にっぽんいちの 木城えほんの郷 さかなを作ろう」   
             

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 

 
 
 
 

 

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 

６月のイベントカレンダー 

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 ２９ ３０

○国際大生と工作

１５：３０～１７：００
○館長さんと
描こうね時間

１３：００～１５：３０

❤七夕かざりづくり

１５：３０～１６：３０

○清武幼稚園作品

展示 ～１５日まで

○音楽教室
９：３０～

○ペアレンツ講座
「フェルトの

スイーツ」②
１３：３０～
参加費 300円

★環境にやさしいエコ
生活講座（新聞紙の
エコバッグ作り）
１０：３０～１２：００

〇音楽教室
９：３０～

〇おたのしみ工作
１５：００～１７：００

○おもちゃ広場

１０：００～１５：００

❤小さい絵本を
つくろう

１５：３０～１６：３０

★アロマ虫よけ
スプレー作り

１０：３０～１１：３０

○おもちゃ広場
１０：００～１５：００

〇幼児工作教室

「七夕飾り作り」
（ふなひきこども園）

〇おたのしみ工作
１５：００～１７：００

★めぐみ幼稚園訪問
１０：００～１１：００

○おもちゃ広場
１０：００～１５：００

○箸道：段位獲得戦
（箸の持ち方・
まめのつかみ方等）
１６：００～１７：００

○おもちゃ広場
１０：００～１５：００

○館長さんと
描こうね時間

１３：３０～１５：３０

○親子で陶の花つくり
１３：３０～１５：３０
参加費 500円

〇幼児工作教室

「七夕飾り作り」
（南加納保育園）

○県パネル展示

「みどりの特別企画

展」 ～２９日まで

○国際大生と工作

１５：３０～１７：００

★食育ミニ講座
１１：００～１１：３０

★手作り窯ピザ作り
体験
１０：００～１２：００

❤名前を
デザインしよう

１５：３０～１６：３０

☆街の小さな音楽会
～音育はじめて

みませんか～
１１：００～１１：３０

http://www.kodomo-bunka.org/

