〜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 ２０１８年５月号
〜子どもたちが安全に学ぶために、学校をとりまく世界の動き〜
新学期が始まって 1 ヶ月。新しい生活に少し慣れてきたころで
しょうか。世界の学校はどうでしょう。長年にわたって繰り広げら
れてきた国連と各国の取組みによって、開発途上地域の就学率は
2015 年に 91%に達し、全世界で学校に通えていない子どもの数は
ほぼ半減しました。識字率も劇的に改善し、学校に通う女児の数は
以前よりもはるかに多くなりました。
一方で、これと逆行する動きも残念ながら進んでいます。紛争地
域における、学校の軍事利用です。子どもたちが使っている学校の
倉庫が弾薬庫にされたり、グラウンドが射撃練習場などに使われて
います。そのため、生徒や教師は攻撃に巻き込まれて死傷する危険
性と隣り合わせの日々を送っています。最新の報告によると、2013
年〜2017 年の 5 年間で、29 か国の学校で軍事利用がなされ、学校
に安心して通うことが出来ない子ども達が大勢でています。
この問題を解決するために、2015 年、ノルウェー政府とアルゼン
チン政府主導のオスロ会合で、武装紛争下で学校や大学を軍事目的
使用から守るための「学校保護宣言」が策定されました。この宣言
により、学校を軍事利用することが原則、禁止されます。
2018 年 4 月時点で 74 か国が宣言支持を表明し、その中にはアフ
ガニスタン、イエメンなどの紛争中の国家も入っています。2017 年
には、G7 の中からも、フランス、カナダが調印し、2018 年 4 月に
は、イギリスも調印を発表しました。日本はまだ調印に至っていま
せん。
安心していられる場所、学びの場所は、世界中の
どの子どもたちにも大事にしたいですね。ニュース
などで「学校保護宣言」の言葉を聞かれたときは、
耳を少し傾けてみませんか。
参考資料：Forbes Japan 2018 年 4 月 27 日 ISAK 小林りん連載「日
本と世界の教育のこれから」より

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、
そんな想いを込めた「街の小さな音楽会」♪

★5 月 11 日(金)11:00〜11:30 『オトのサンポ』
とっても楽しい、心地いい！
五感で遊ぶ親子のためのワーク
ショップ。いろんな楽器の音を聴い
て、身体を音にあわせて動かしてみ
よう。
音の中へ散歩に行こう♪
♪出演者♪ 中ムラサトコ（ボイスパフォーマー）
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）
親子 1 組 500 円 要申込

お申し込みは、みやざき子ども文化センターへ。
お早目のご予約おすすめします。
ＴＥＬ：０９８５−６１−７５９０

キッズ・アート・アカデミー
メンバー募集中☆
■

「学校保護宣言」をご存知ですか？

演じる 子ども劇団 空風スマイルシアター
演じたい小学生、中学生集まれ！
6 月１６（土）スタート。
講師に永山智行さん、かみもと千春さん、
伊藤海さん他。今年度は、演劇をしている
高校生のみなさんも参加します。みんなで
作品を作り上げよう。

和太鼓

アートドラムズ×ひなた

小学生の太鼓チームです。
講師は、橘太鼓響座の八木隆之介さん。
まつりえれこっちゃみやざき出演を目指し
て頑張ってます！体験もできます。

お問合せは,みやざき子ども文化センターまで。

ご寄付のお礼
戸田淳子様より、ご寄付をいただきました。
・防災セット一式
・おもちゃ
子どもたちのために、大切に使わせていただ
きます。ありがとうございました。

５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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○開館３０周年
おいでおいで子ども
フェスタ工作
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○ドライアイスで
遊ぼう
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「おいでおいで
子どもフェスタ」

〇ハンドベル教室
１０：００〜１１：３０

〇ピンポンキッズ
１０：３０〜１１：３０
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★赤ちゃん広場
（ハンカチ遊び）
１０：３０〜１２：００

１４

１６

１５
★やさしい
ヨガストレッチ
１０：３０〜１２：００

２２

２１

１８

１７

〇フラフープ道
１６：００〜１７：００
参加費無料
どなたでも参加可

２３

○おもちゃ広場
１０：００〜１４：００

★アロマの虫よけ
スプレー作り
１０：３０〜１１：３０

２５

○おもちゃ広場
（堤さんのおもちゃ
作り）
１０：００〜１４：００

２９

３０

❤コリントゲームを
作ってあそぼう
１５：３０〜１６：３０

新海誠展

〇ハンドベル教室
１０：００〜１１：３０

〇ピンポンキッズ
１０：３０〜１１：３０

○けん玉教室
１４：００〜１５：３０

２７

〇ピンポンキッズ
〇音楽教室
１０：３０〜１１：３０
９：３０〜
☆人と物が出会う
○館長さんと描こうね マーケット
１１：００〜１６：００
１３：３０〜１５：３０
〇国際大生と工作
（木でつくろう！
木で遊ぼう！）
１５：３０〜１７：００

３１
○おもちゃ広場
（アートスタート）
１０：００〜１４：００
★お誕生会
（４月・５月生まれ）
親子工作・おもちゃ
作り
１０：３０〜１１：３０

「ほしのこえ」から「君の名は。」まで

映画「君の名は。」監督、新海誠作品１５年の軌跡
すべての作品が会場へ。

期 間：５月２７日（日）まで開催中
＊会期中無休

会 場：みやざきアートセンター
料 金：一般 １,２００円
中高生 ８００円
小学生 ６００円
未就学児無料
※小学生以下保護者同伴
開館時間：１０:００〜１８:００
（入場１７:３０まで）
「神木隆之介とめぐる」音声ガイド（５００円）
＜お問合せ＞
みやざきアートセンター

２０

２６

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

★おやこの
健康相談日
１０：００〜１２：００

２８

１３

１９

〇おたのしみ工作
１５：３０〜１７：００

２４

❤大きな恐竜を描こう ★赤ちゃん広場
１５：３０〜１６：３０
（ハンカチ遊び）
１３：３０〜１５：００

１２

〇ピンポンキッズ
☆街の小さな音楽会 〇音楽教室
１１：００〜１１：３０
９：３０〜
１０：３０〜１１：３０
〇おたのしみ工作
○館長さんと描こうね
１５：３０〜１７：００
１３：３０〜１５：３０
〇県パネル展
「統計グラフコンクー
ル作品展」
〜２５日まで

○おもちゃ広場
（絵本読み聞かせ）
１０：００〜１４：００

「里親制度」

説明会＆相談会のご案内
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。ぜひご参加ください。
＜都城会場＞※要事前申込
５月１９日（土）１０:３０〜１２：００
会場：高城生涯学習センター
（都城市高城町穂満坊 105 番地）
＊今後の開催地…
延岡市､日向市､日南市､串間市
【問合せ・申込先】
里親普及促進センターみやざき

☎０９８５-２２-３１１５

☎０９８５−２０−１２２０

「子育てサポート」サポート会員募集のお知らせ
みやざき子育てサポートセンターでは、子育て家庭
の保護者が残業や出張、冠婚葬祭、子どもの病気回復
期などに、お子さんの送迎や一時的なお預かりを行う
サポート会員を募集しています。
登録にはサポート会員養成講座及び保育実習の受講
が必要です。今年度は下記のとおり開催いたします。
子育て支援に熱意のある方、ぜひお待ちしています。

〈サポート会員養成講座〉
日程：７月５日(木)・６日(金)９時〜１６時予定
会場：みやざきＮＰＯ・協働支援センター
対象：宮崎市内在住で、ご自宅等で子どもを預かる
ことができる方。(有償ボランティア)
【問合せ・申込先】
みやざき子育てサポートセンター
☎ ０９８５-２８-０７０７

〒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】

