〜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９月号

﹁ぼ くは海になっ た﹂
さく え
･ うさ
︵く も ん出版︶

９月１日は防災の日。防災の日とは、１９６０年（昭和３５年）に「国
民の一人一人が台風、高潮、津波、地震などの災害について、認識を深め、
これに対処する心がまえを準備しましょう」ということで創設された国の
記念日になっています。
各地で地震、大雨などの被害、また台風シーズンを迎え台風の被害も出
ている中、皆さんも防災に対する意識が高まっていることと思います。
そこで今回は防災・震災に関する絵本をご紹介したいと思います。
東日本大震災後に出版された本が多いのですが、
「津波からみんなをすく
え！」は約 150 年前に起きた地震災害のお話と、
「地震・津波まめ知識」が
あり、子どもと一緒に地震や津波について分かりやすく学べる本になって
います。
「はしれ、上へ」は奇跡の釜石と言われた岩手県釜石市の小・中学
生のお話です。
「ひまわりのおか」は７４名の先生と生徒が亡くなった大川
小学校のお母さんたちのお話。地震では多くの動物たちも犠牲になりまし
た。「ぼくは海になった」はそのお話です。

「ひまわりのおか」
文･ひまわりをうえた
八人のお母さんと
葉方 丹
絵･松成真理子
（岩崎書店）

「はしれ、上へ」
文･指田 和 / 絵･伊藤秀男
（ポプラ社）

（平成２８年度地域の絆で支え合う「子育て応援」事業）
７月から子育て中のママやパパ向けに「小さな学びの会」をプラスし
て開催をはじめた「街の小さな音楽会」。今回の学びの会は お父さ
んの読み聞かせ と題して黒岩雄二さんにお話をして頂きます。
また、コンサートはＬａ ｊｏｉｅ（ラ・ジョア）のお二人をお招
きします。ゆったりとした時間を親子で過ごしませんか。
日
場

時：９月２８日（水）１０：３０〜１２：００
所：ＥＨＩＬＡイベントスペース
（宮崎市江平西１丁目５番１１号 江平ビル１０４号）
参加費：親子１組 ５００円
（※みやざき子ども文化センターへお申込下さい）
★小さな学びの会★
お父さんの読み聞かせ
話し手 黒岩 雄二

さん

♪コンサート出演者♪
Ｌａ ｊoｉｅ（ラ・ジョア）
ひ だかけいこ

ヴァイオリン

日高慶子さん

ピアノ

日 高 亜 美さん

ひ だかつぐ み

「じしんのえほん」
作・国崎信江
絵・福田岩緒
監修・目黒公郎
（ポプラ社）

９月４日 日( 付) 宮崎日日新聞

「津波から
みんなをすくえ！」
監修･特定非営利活動
法人環境防災総合政
策研究機構
作･クニ・トシロウ
絵･ケイ・タロー
（文渓堂）

右の「じしんのえほん」は
宮崎日日新聞の「読談場」の
コーナーの取材で紹介した
絵本です。
記事にも書かれていますが、
この本では子どもたちが一人
でいる時に身近な所で地震が
起こったらどうしたらいいか
なという形で、色々な場面を
想定して子どもたちに問いか
けて答えを考える内容になっ
ています。また保護者の方へ
の解説も載っていますので子
どもだけの時に地震が起こった
らどうするかを親子で考える
きっかけになればと思います。

劇団空風スマイルシアター
８月２０日・２１日に門川町で合宿を行いました。
今回の合宿の目的は３つ。「①門川の子ども劇団『かどっこ』の
公演を観劇すること」
「②『かどっこ』と三股町の子ども劇団『み
また座』、そして『空風』という３つの子どもの劇団の交流」
「③
『空風』のメンバーがこの合宿を通して今まで以上に仲良くなる
こと！」
目的はすべて達成できました！
かどっこの劇には大いに触発され、３つの子ども劇団の交流は
楽しく、空風のメンバーは１月の自分たちの公演に向けて決意も
新たになったようです。

９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
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木

金

○おもちゃ広場
１０：００〜１５：００

★敬老の日の
カード作り
１０：００〜１２：００
〇おたのしみ工作
１５：００〜１７：００
〇大久保小学校
作品展示
〜１４日まで
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１３
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１４

❤防災の日
ペーパークラフト
つくり
１５：３０〜１６：３０

１９

２０

２１

★やさしい
ヨガストレッチ
１０：３０〜１２：００

２６

２７
❤ミサンガつくり
１５：３０〜１６：３０
※ 要申込

１６

○おもちゃ広場
１０：００〜１５：００

〇おたのしみ工作
１５：００〜１７：００

★わらべうたベビー
マッサージ
１０：３０〜１１：３０

〇加納小学校
作品展示
〜２８日まで

２２

２３
○おたのしみ工作
１５：００〜１７：００

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

２９

２８
☆街の小さな音楽会
１０：３０〜１２：００

未来みやざき子育て応援フェスティバル２０１６
〜あっ！家族と 地域と みんなで一緒に楽しもう！〜

日時：11 月 19 日（土）・20 日（日）
会場：宮交シティ 紫陽花ホール、アポロの泉他
（宮崎市大淀４丁目６番２８号）
主催：未来みやざき子育て応援フェスティバル 2016
実行委員会

○おもちゃ広場
１０：００〜１５：００

○おたのしみ工作
１５：００〜１７：００

★お誕生会
（８・９月生まれ）
１１：００〜１１：３０

〇加納中学校
作品展示
〜１０/１２まで

１７

１８

２４

２５

〇音楽教室 ９：３０〜
○「館長さんと
描こう ね時間」
１３：３０〜１５：３０
参加費：１００円

「ふるさと 60 年」と
アジアの土の香りの原画展
期 間：9 月 10 日(土)〜10 月 23 日(日)
入場料：大人 500 円・小中高生 300 円
会 場：木城えほんの郷
児湯郡木城町石河内 475
TEL:０９８３-３９-１１４１

「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
(椎葉村大字下福良 1762-1)
◆えびの市
日時：10 月 8 日（土） 13：30〜15：30
会場：えびの市文化センター 2 階 大研修室
（えびの市大字大明司 2146 番地 2）
〈問合せ・申込先〉 里親普及促進センターみやざき

ＴＥＬ：０９８５−２０−１２２０

１１

〇音楽教室 ９：３０〜
○「館長さんと
描こう ね時間」
１３：３０〜１５：３０
参加費：１００円

３０

地域を問わず
ご参加頂けます

宮崎県内の子育支援団体、企業、行政が一堂に集
まるイベント「未来みやざき子育て応援フェスティバル
２０１６」を今年も開催します。
各団体の紹介（展示）や親子で参加できる講座も予
定しています。子育て中の方やこれから出産・育児を
される予定の方も、子育てに関する情報がたくさん得
られる場となりますので、ぜひご来場ください。
次号で詳細をお知らせいたします。

○「みんなで
森を描こう」
１３：００〜１７：００

１０

〇おたのしみ工作
１５：００〜１７：００

日

４

３

９

★子どもの味覚を育
てる食育講座
１０：３０〜１１：３０

１２

土

神の手●ニッポン展
日本人作家 6 人による合同展
ペーパーアーティスト
ミニチュアハウスアーティスト
ジオラマアーティスト
ビーズアーティスト
立体切り絵アーティスト
レザーアーティスト
期間：9 月 10 日(土)〜
10 月 10 日(月・祝)
10:00〜18:00(入場 17:30 まで)
会場：みやざきアートセンター
（宮崎市橘通西 3-3-27）
入場料:一般 1,000 円(前売 800 円)
中高生 500 円(前売 300 円)
小学生以下無料(保護者同伴)
〈お問合せ〉みやざきアートセンター
TEL:０９８５-２２̶
３１１５

〒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】

