〜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８月号
いま世間で話題になっているゲームソフトポケモンＧＯ。子どもから大人まで幅広い年代、また世界各国でも人気となってい
るようですが、同時にけがや事故のニュースも多く見聞きします。悪いニュースばかりが目につきますが、反対に子どもとの会話
が増えた、歩くことによって運動になるなどの声も出ているようです。そんな中一方ではメディア依存も心配されています。
スマートフォン（携帯電話）など皆さまのご家庭ではどのように利用されていらっしゃいますか？
今回は「ネットに奪われる子どもたち〜スマホ社会とメディア依存への対応〜」（NPO 法人子どもとメディア 清川輝基 編著
古野陽一・山田眞理子 著）という本より、乳幼児期のメディアコントロールなどについてご紹介したいと思います。
（清川氏は当団体の顧問でもあり、先日スマホ利用について新聞にも取り上げられています。）

乳幼児のメディア依存・ネット依存のチェックを
してみましょう
メディアとの関わり

チェックされてみていかがでしたか？
乳幼児時期は、保護者の対応が必要です。この時期のメディア接触
コントロールの実践のモデルが紹介されています。

◆テレビや DVD などがついていると機嫌がいい
◆スマホ・タブレットをいつまでも見たり触ったりしている
◆テレビや DVD を消す、スマホ・タブレットを取り上げると
泣いたり不機嫌になったりする
◆いつでもどこでもスマホ・タブレットを触りたがる
◆タッチパネルを操作するような仕草が増えた

①テレビを消して家族で楽しむ時間をつくる

子どもの状態

④電子ゲームを買い与えない、させない

◆言葉の発達が気になる
◆便秘がちだったり、生活リズムがつかみにくい
◆あやしても笑わない
◆おもちゃに興味を示さない

*メディアとの関わりが 2 つ以上、メディアの関わり１つでも
子どもの状態が 1 つ以上あてはまる方は要注意群です。
（NPO 子どもとメディア版）

子どもは家族の関わりが大好きです。絵本タイムなどもよいでしょう。

②食事中、授乳中はテレビを消す。
食事中は家族の楽しいおしゃべりタイムにしましょう。

③スマホ・タブレットを子どものあそび道具にしない
使わせないことはもちろんですが、子どもの前ではできるだけ使わない、
子どもの手が届かないところに置くといった配慮もしましょう。
電子ゲームは｢自制心｣がそだってからです。

⑤毎日外遊びの時間をつくる
体はもちろん脳が最も発達するのは外遊びです。
子どもの成長に影響が及ばないように、ご家族でルールを
つくるなど、スマホやゲームなどの使い方についてお話を
するきっかけとなればと思います。

〜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！〜

♪キッズゴスペルクルー

ＫＩＤ

7 月 23 日にメディキット県民文化センター（イベントホー
ル）にてファーストコンサートを行いました♪
300 席が満席となり、たくさんの方々が来てくださいました。
子ども達も今まで練習してきたこと、経験してきたことを思
いっきり披露し、大盛り上がりのステージでした！来場され
た方々からは「感動した」
「楽しかった」
「また次も観に来た
い」という嬉しいお言葉をたくさんいただきました。
私どもも子どもたちの成長を目の当たりにすることがで
き、感動の余韻がいつまでも残るステージとなりました。ご
来場頂いた皆さま、またいつも応援して下さっている皆さま
ありがとございます。新しいメンバーも加わりまた前進しま
す！これからも応援よろしくお願いいたします。

今年も 7 月 23 日に「まつりえれこっちゃみやざき」に出場しました。
暑い陽射しの下、子どもたちは 5 ステージを元気に踊りきりました！
炎天下の中、応援して下さった皆さまありがとうございました！
8 月 17 日・18 日にはメディキット県民文化センターでのステージに出
演します。ぜひ観に来てください！

Ｓ★ＳＴＡＲ

「踊る!スポーツマン」
日
会

時 ： 8 月 17 日（水）・18 日（木） １9：00〜20：30
場 ： メディキット県民文化センター イベントホール
（宮崎市船塚 3 丁目 210 番地）
入場料 ： 無 料

劇団空風スマイルシアター
いよいよ演じるの練習もスタートしま
した。8 月に行う合宿では演劇ワーク
ショップ「みまた座」
「劇団かどっこ」の
子どもたちとの交流を予定しています。
1 月の発表公演に向けて子どもたちの成
長が楽しみです♪

８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
月

１

火

水

○お弁当工作
１４：００〜１６：００

○お弁当工作
１４：００〜１６：００

２

木

４

３

１５

９

１６
○お弁当工作
グランプリ発表・
表彰・展示

２２

２３

１１

１０

１７

１８

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

２４

土

５

○お弁当工作
１４：００〜１６：００
○おもちゃ広場
１０：００〜１５：００

○県パネル展示
（みやざきの人）
２日〜１６日まで

８

金

○おもちゃ広場
１０：００〜１５：００
★わらべうたベビー
マッサージ
１０：３０〜１１：３０

２５

６

３０

チームラボ★アイランド

○夏休み宿題
片づけ隊（図画工作）
１３：００〜１６：００

１２

１３

１４

１９

２０

２１

２７

２８

○おたのしみ工作
１４：００〜１６：００

★ 出前防災講座
＆避難訓練
（地震・火災）
１０：３０〜１２：００
○おたのしみ工作
１４：００〜１６：００

２９

７

★おやこの健康相談 ○お弁当工作
（栄養）
人気投票
１０：１５〜１２：００
６日〜１２日まで
（１０：００〜１０：１５
受付）
○お弁当工作
１４：００〜１６：００

２６

○おもちゃ広場
１０：００〜１５：００

日

○音楽教室
９：３０〜
○国際大生と工作
１０：００〜１２：００
参加費２００円
定員２０名
❤★夏のおわりの
夕涼み会
１７：００〜２０：００

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）
入場料 ： 一般 1,200 円・中高生 800 円・3 歳〜小学生 600 円 ※２歳以下無料、小学生以下保護者同伴
★入場制限がある場合がありますので、アートセンターのホームページにてご確認ください。

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
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。

◆宮崎市
日時：9 月 8 日（木）・9 日（金） 9:00〜16：30
会場：宮崎市男女共同参画センターパレット
視聴覚室
（宮崎市宮崎駅東 3 丁目 6 番地７）
※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・お申込み先＞
みやざき子育てサポートセンター
ＴＥＬ：０９８５−２８−０７０７（月〜金 10：00〜18：00）

０歳から３歳と保護者で楽しむコンサート
日 時
会 場
定 員
出演者

：
：
：
：

９月８日（木）１０：３０〜
宮崎科学技術館 多目的ホール
１００組 ※事前予約はできません
ゆりてるシアター

＜お問合せ先＞
公益財団法人 宮崎文化振興協会
TEL：０９８５−４１−７００４
FAX：０９８５−２３−０７９１
里山 水系の旅 今森光彦写真展
期間：7 月 16 日（土）〜 8 月 31 日（水）
木城えほんの郷の自然に共鳴する今森光彦さ
んの写真世界をお楽しみ下さい。
＜お問合せ＞
木城えほんの郷 ℡:０９８３-３９-１１４１
（児湯郡木城町石河内４７５）

「里親制度」説明会＆相談会
さまざまな事情により家庭で暮らすことが出来な
い子ども達を、自分の家庭に受け入れ、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
のが「里親制度」です。制度をより深く知って頂くた
めの説明会及び相談会を実施いたします。
◆都農町
日時：8 月 26 日（金） 10:00〜12:00
会場：都農町役場 新館１階 会議室
（児湯郡都農町川北 4874-2）
◆都城市
日時：9 月 10 日（土） 10:00〜12:00
会場：高城生涯学習センター学習室１
（都城市高城町穂満坊 105）
◆椎葉村
日時：9 月 23 日（金） 13:30〜15:30
場所：椎葉村役場 3 階 中会議室
(東臼杵郡椎葉村大字下福良 1762-1)

地域を問わず
ご参加頂けます

◆高原町
日時：9 月 7 日（水）・14 日（水） 9：00〜16：30
会場：高原町役場 3 階 大会議室
（西諸県郡高原町大字西麓８８９）

子どものための音楽会

＜お申込み先＞ 里親普及促進センターみやざき
ＴＥＬ：０９８５−２０−１２２０

〒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】

