～子どもたちに笑顔を、子どもたちから笑顔を！～
イベントカレンダーは裏面です

特定非営 利 活動(NPO)法人

みやざき子ども文化センター
ニュースリリース

２０２０年５月号

緊急事態宣言が発令され、待ち望んでいた学校再開がまた延期になり、長く学校へ行けなくなったり外出を
控えなくてはならない生活が続き心も体も疲れているのではないでしょうか。今まで経験したことのない厳し
い状況が続き先の見えない不安に誰もが辛い思いをしていることと思います。しかし自分や家族を守るために
はそれぞれの行動が大切です。もう少しの間お家での楽しい過ごし方を見つけながら頑張っていきましょう。
当団体でも親子向けの講座や演奏会といった楽しい企画が全て延期になっていますが、状況が落ち着いたら
またみなさんとたくさん楽しいことをやりたいと、スタッフ一同その日を待ち望んでいます。
「NPO 法人子どもとメディア」から、子どもたちへ向けたメッセージが発信されましたのでご紹介します。

学校休校

あなたは何を考え、何をする？

3 月から 5 月までの長期にわたる学校休校という、これまでなかったようなことがみなさんの周りに起こっ
ています。子どもも大人も経験のないことです。
今こそしっかりと「子どもの育ちに必要なものは何か？」を考えなければならないのではないかと思い、
NPO 法人子どもとメディアは、以下のメッセージを発信することにしました。

＜こどもたちへ＞
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突 然 の 休 校 にびっくりしましたね。学 年 の終わりと始 まりが休 みになって、戸惑ったり、友 達 や先 生 と
あ

ひと

会えなくてさびしかったりした人 もいるでしょう。
いえ

じかん

たいくつ

ずっと家 にいると時間もたっぷりあって退 屈 していませんか？でも、いままで「やりたかったけどなかなか
できなかったこと」ってありませんか？
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「段 ボール迷路を家 の中 に作 る」「お菓子やケーキを作 る」「全 〇 巻 の本 （漫画）を読破する」「ハリー
えいが

ぜんぶ み

き

おんがく

き

ポッターの映画を全部観る」「聞いたこともないような音 楽 を聴く」など、やりたいことをぜひやってみてく
ださい。
ほし

むし

うみ

まち
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し く
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「星 のこと」「虫 のこと」「海 のこと」「町 の歴史」「ロボットの仕組み」など、テレビ 局 や会 社 が、
かがく

れきし

がくしゅう

た

あ

じぶん

す
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科学や歴史、 学 習 をサポートするようなサイトを立ち上げています。自分の好きなことをより深 く学 んでみ
まった

し

せかい

ふ
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たり、いままで 全 く知らなかった世界に触れてみたりする絶 好 の機会でもあります。
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あたら
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ひら
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皆 さんは今 、自分の「好き」を 追 求 するチャンスと 新 しい世界を開 く機会をもらったのです。ぜひ、
じかん

つか

じぶん
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み

たっぷりと時間を使 って、自分の「好き」を見つけてください。 〈NPO 法人(ほうじん) 子どもとメディア〉

手作りのマスクを配布しています
マスクが手放せない生活が続いていますが、店頭ではまだまだ
買うことが出来ずお困りではありませんか？
阿萬リヨ子様より子育て中の保護者の方へと頂いた手作りの
ガーゼマスクと当団体職員の家族手づくりのマスクを配布してい
ます。
みやざき子ども文化センターに取りに来られる方へお渡しして
います。数に限りがありますのでお早めにお越し下さい。

〈お渡しできる時間帯〉
月～金（日・祝祭日を除く）９：３０～１８：３０

ちょっと一息
当団体の玄関にあるお花がとって
も元気に咲いています。
毎日お手入れをして大事に育てて
います。お花を見るたびに心がホッ
とします。皆さんもお庭や近くの公
園で癒しのひと時を♪

困ったときには相談しましょう
子育て中に何か困ったりした時には一人で悩まず誰か
に相談しましょう。宮崎県内で子どもを対象に相談受付
をしているところをご紹介します。
また宮崎県や宮崎市が情報を発信しているホームペー
ジもありますので下記をご参照下さい。各市町村にもあ
ります。
〈電話・メール相談窓口〉
＊チャイルドライン
（０１２０）９９７７７７
午後４～９時 １８歳までの子ども専用
＊２４時間子供ＳＯＳダイヤル
（０１２０）０７８３１０
年中無休・２４時間受付
＊宮崎こころの保健室」メール相談
✉ｈｔｔｐ://ｍｉｙａｋｏｒｏ.ｃｏｍ
随時受付中、１０代の若者向け
回答には１０日程度かかる場合あり
〈子育て情報を発信しているところ〉
＊みやざき子育て支援ポータルサイト「すくすくみやざき」
＊宮崎市子育てナビ
＊宮崎市子育て情報誌
（それぞれホームページからご覧になれます。）

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

月

火

水

木

新型コロナウイルス感染拡大予防のため、施設が休
館になる場合があります。また、イベントなどにつき
ましては、中止または延期になる場合もあります。
詳しくは各施設にお問い合わせください。
きよたけ児童文化センター
☎８５－６８１１
田野地域子育て支援センター ☎８５－５２０５
＊田野児童センターは登録者以外利用できません。

５
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７
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土
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１

２

３

８

９

１０

〇音楽教室
９：３０～

１１

１２

１３

１４

❤こいのぼりのいる
風景をつくろう

１７

１６

１５
〇おたのしみ教室
１５：３０～１７：００

〇ハンドベル教室
１０：００～１１：３０
○おもちゃ広場（おも
ちゃいっぱいの日）
１３：００～１６：００

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

〇音楽教室
９：３０～

★赤ちゃんの日
１０：００～１２：００
○おもちゃ広場
１０：００～１４：００

２６

２５

２７

２８

里親普及促進センターみやざきでは、里親や里親
制度についてのご質問やご相談を受け付けていま
す。
お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。
詳しいお話をお聞きになりたい方はセンターへお越
し頂くこともできます。事前にご予約下さい。

<受付時間>
月～金曜日

１０：００～１８：００ （祝祭日を除く）

３１

３０

★お誕生会
（４月・５月生まれ）
「壁アート」
＊写真撮影コーナー
１０：３０～１１：００

❤プラ板工作
１５：３０～１６：３０

里親普及促進センターのご案内

２９

保育のお仕事をお探しの方へ
宮崎県保育士支援センターでは、「保育の仕
事をしたい！子どもと関わる仕事がしたい！」と思
っていらっしゃる方と保育士等を募集している施
設とをつなぐお手伝いをしています
まずは、保育士支援センターへご登録ください。
登録して頂いた方には、求人情報、就職フェアや
研修、また子育て支援情報をお届けします。資
格をお持ちでない方でも大丈夫です。保育の仕
事に興味のある方ぜひお待ちしています。

★「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。

●保育士資格を持っている方
●学生（保育士資格取得予定の方）
●保育補助者（保育士資格は持ってい
ないが、保育所等で働く意思のある方）

〈問合せ先〉里親普及促進センターみやざき
☎ ０９８５‐２０‐１２２０
E-mail satooya@kodomo-bunka.org

〈登録・ご相談〉宮崎県保育士支援センター
☎０８０－３２２９－３２４３
✉lacrekid@kodomo-hoiku.org

木城えほんの郷 お米会員募集！
木城えほんの郷では毎年お米作りをしてい
ます。季節を通じて楽しい自然体験・生活体
験ができます。えほんの郷のメダカと一緒に
「お米づくり」に参加しませんか？
現在「お米会員」を募集しています。
◆会費（何口でも可）※作業日の保険料込
ゆりかご会員の方 一口 １０,０００円
ゆりかご会員以外 一口 １２,０００円
＊会員は一年を通して行事に参加
できます。行事に参加できない方
へも収穫したお米をお送りします。
＊一口につき収穫したお米
５㎏をお配りします。
詳細は木城えほんの郷へお問合せ下さい。
★木城えほんの郷 ☎ ０９８３-３９-１１４１

〒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】

