〜子どもたちに笑顔を、子どもたちから笑顔を！〜

特 定非 営利 活動 (NPO)法人

イベントカレンダーは裏面です

みやざき子ども文化センター
ニュースリリース ２０１６年７月号

アート体験で子どもたちの表現力・コミュニケーション力・想像力や創造力
そして感性を豊かにするプロジェクト！
★KID S★STAR（コンテンポラリーダンスチーム）

★キッズゴスペルクルー ファーストコンサート開催♪

今年も７月２３日（土）に行われる
「まつりえれこっちゃみやざき」
に出場します！
現在ステージに向けて毎週練習に励
んでいます！年々成長している子ども
たちの姿を是非見に来てください♪

宮崎市内の小・中・高生が参加して
いるゴスペルチームの初のコンサート
です。ダンスやラップなども取り入れ
た最高のステージです！
日時：2016 年 7 月 23 日(土)
18：30 開演(18 時開場)
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 チケット販売中♪

★劇団「空風スマイルシアター」
演じたい子どもたちが集まって演劇を通してさまざまなことを学ぶ
「演じる」も今年で３年目を迎えました。
いよいよ７月から今年度の練習がスタートします！
劇団員の新たな募集も行っています。興味のある子どもたち、ぜひ
参加してみませんか？
募集対象者：小学生、中学生
参加費：月 1,000 円（予定）
練習予定日：7 月 9 日（土）
7 月 24 日（日）
（1 月に発表公演予定）

街の小さな音楽会
心と体を癒す素敵な音楽に子どもの時から親しんでほしいと開
催している「街の小さな音楽会」！
７月からは子育て中のママやパパにうれしい「小さな学びの会」
をプラスしての開催となります♪
日 時：平成２８年７月１４日（木）１０：３０〜１２：００
会 場：ＥＨＩＬＡイベントスペース
参加費：親子 1 組 500 円
「小さな学びの会」
話し手 出水和子さん
自分の命を守り子どもの命を守る”防災のお話
「音楽会」演奏者

（8 月以降の練習日程は参加者へ
随時お知らせします。）

※申込先

(２０分)

谷口潤実さん
柳田裕輔さん
坂元陽太さん
（ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ）
（ギター）
（ウッドベース）

ＮＰＯ法人みやざき子ども文化センター ℡：６１−７５９０

〜防災について〜非常時に備えて心がけておきたいこと
日常の備蓄について

災害にあった時に備えて

★地震などの災害後、１週間程度生活できる備蓄があると良いと言
われています。例として下記の物など、家族の人数や子どもの年齢
に合わせて準備する参考にしてください。

★地震などの災害にあった時には、まず身の安全を守ることが
大切です。
また災害にあった時のことを想定して、家族で話し合いをして
みましょう。

食料品… 水（１日一人あたり３ℓ目安）、常温で日持ちのする調理不要の食
品、缶詰、野菜ジュース、嗜好品（ドライフルーツ、チョコレート、ビ
スケット、キャンディーなどお好みで）、栄養補助食品、お米、パス
タ、カップ麺、子どものミルク（ミルク用の水）、離乳食や幼児食など

生活用品… 紙皿、紙コップ、箸、スプーン、食品用ラップ、アルミホイル、ビ
ニール袋、キッチンばさみ、レジ袋、エコバック、カセットコンロなど

消耗品… 紙おむつ、おしりふき、ティッシュ、トイレットペーパー、新聞紙、懐
中電灯、携帯ラジオ、予備の乾電池、給水用タンク、バケツ、ろうそ
く、マッチ、ライターなど

救急用品…常備薬、持病薬、三角巾、消毒ガーゼ、はさみ、体温計
衣料品…肌着、着替え、タオルなど
その他…食物アレルギーを持っている方の備え(食べ物、経口薬、エピペン
など)

・災害にあった後の家族の集合場所を決めておきましょう。
（地域の避難場所などを確認してみましょう）
・勤務先などから自宅へ徒歩で帰宅するときの経路の確認をして
みましょう。
・連絡方法を確認しておきましょう。
（家族、幼稚園や保育園、学校など）
・災害用伝言ダイヤルや伝言板の使い方を確認してみましょう。
NTT 固定電話では「１１７」をダイヤルして音声ガイダンスに
従って録音、再生をします。
携帯電話では、各社が災害伝言板を開設します。災害地と指
定されたエリア内にある携帯電話で伝言板登録と確認ができま
す。
市町村が配布している「ハザードマップ」が
ありますので参考にしてみてください。

日本子ども家庭総合研究所発行「乳幼児と保護者、妊産婦のための防災ハンドブック」参照

７月のイベントカレンダー

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
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○北今泉・黒坂・中央
保育園・しんまち子ど
も園合同作品展示
〜１３日まで
★七夕飾り作り
(折り紙）
１０：３０〜１１：３０
○おたのしみ工作
１５：００〜１７：００

４

６

５

８

７
○おもちゃ広場
１０：００〜１５：００

○おたのしみ工作
１５：００〜１７：００

○音楽教室
９：３０〜
★家族で乳幼児の
救急蘇生法
１０：００〜１２：００
○おもちゃ病院
１３：００〜１６：００

１１

１２

１３

１４

❤おばけをつくろう
１５：３０〜１６：３０

１５

○おもちゃ広場
１０：００〜１５：００

１６

１７

２３

２４

○おたのしみ工作
１５：００〜１７：００

★わらべうたベビー
マッサージ
１０：３０〜１１：３０
☆街の小さな音楽会
１０：３０〜１２：００

１８

１９

２０

２１

２２

○おもちゃ広場
○箸道:段位獲得戦
１０：００〜１５：００
（箸の持ち方・まめの
つかみ方等）
１６：００〜１７：００
❤昆虫を大きく描こう
１５：３０〜１６：３０
★やさしい
ヨガストレッチ
１０：３０〜１２：００

２５

２７

２６

２８

２９

○おもちゃ広場
１０：００〜１５：００

★お誕生会
（６月・７月生まれ）
１１：００〜１１：３０

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

子育て家庭の保護者が残業や出張、子どもの病気
回復期などにお子さんを一時お預かりする支援事業
で、サポートして下さる方の養成講座を実施します。
◆綾町・国富町地区
日時：7 月 6 日（水）・13 日（水） 9：00〜16：30
会場：国富町立図書館 多目的学習室
◆高千穂町地区
日時：7 月 8 日（金）・15 日（金） 9:00〜17：00
会場：高千穂町立中央公民館
◆串間市地区
日時：7 月 21 日（木）・28 日（木） 9：00〜17：30
会場：串間市総合保健福祉センター ２Ｆ 研修室
※自宅等でお子さんを預かることができ、上記２日間
および別日の保育実習に参加できる方
＜お問合せ＞ みやざき子育てサポートセンター
ＴＥＬ：０９８５−２８−０７０７

○音楽教室 ９：３０〜
○糸のこでパズルを
作ろう （小学4・5・6
年生のみ 定員10
名） 参加費：100円
１３：３０〜１５：３０

３０

○お弁当工作
１４：００〜１６：００
（8/5過ぎにグランプ
リ決定）

みやざき子育てサポートセンター
サポート会員養成講座

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

○おたのしみ工作
１５：００〜１７：００

３１

○お弁当工作
１４：００〜１６：００

○お弁当工作
１４：００〜１６：００
○夏休み宿題片づけ
隊①（図画工作１）
１３：００〜１６：００

0 歳から入場ＯＫの音楽会のご案内♪

おんがくのおもちゃ箱シリーズ part.3

夏休みだよ!全員集合！
日時：7 月 30 日(土)
開場 10：30 開演 11：00
会場：メディキット県民文化センター
アイザックスターンホール
入場料 4 歳未満 無料
4 歳以上 500 円
なかよしチケット 700 円
※4 歳以上から大人までの
2 人 1 組。組み合わせ自由。
前売券のみの販売
＜チケット取扱い・お問合せ＞

メディキット県民文化センター
チケットセンター
TEL:０９８５-２８-７７６６

〒880-0051 宮崎市江平西１丁目５番 11 号

【受付時間】月〜金

午前１０時〜午後 6 時

E-mail : center@kodomo-bunka.org

江平ビル１０５号
TEL：０９８５−６１−７５９０
FAX：０９８５−６１−３６３５

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

【ホームページ QR コード】

