〜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

２０２０年６月号

新型コロナウイルス感染症における全国的な緊急事態宣言がようやく解除され、ホッとされた方も多いと思
います。子どもたちも待ち望んでいた学校が再開され、笑顔が増えたのではないでしょうか。
しかし、まだまだ新しい生活様式にあげられているように、感染の第２波、第３波が来ないように、気を付
けて生活しなくてはいけません。自分の いのち はもちろんのこと、大切な人や家族の いのち を守るためにと
ても大切なことです。これからもマスクの着用・咳エチケット、手指の消毒など今までと同じように予防につ
とめましょう。
当団体では予防策に十分注意しながら、子どもたちとまた楽しい活動を始めたいと計画をしています。随時
お知らせをしていきますので、１日でも早く一緒に楽しい時間が過ごせるよう、気を付けて過ごしましょう。

２歳児以下のマスク着用はご注意を！
新しい生活様式でも、マスクの着用を推奨していますが、
２歳未満の子どもは危険なことがあるため必要無いと、日本
小児科医会が発表しています。これから暑くなる時期へ向か
い熱中症や脱水症のリスクも考えられますので、こまめに
水分補給をしたり、体調の変化に気を付けながら過ごして
いきましょう。
〈マスクによる危険のおそれ〉
・乳児の呼吸器は空気の通り道が狭いため、
呼吸がしにくくなり、心臓への負担になる。
・マスクそのものや、おう吐した場合に窒息のリスクが
高くなる。
・マスクによって熱がこもり熱中症のリスクが高くなる。
・顔色や表情など、体調異変に気付きにくくなる。
（日本小児科医会 HP 参照）

新型コロナウイルス感染症対策の給付金など
◆児童手当＋１万円の支給（国の事業）＊申請不要
◆児童手当＋５千円の支給（宮崎市） ＊申請不要
◆水道料金の基本料金７割減額（宮崎市）＊手続き不要
その他、条件や制限はありますが、家賃の実費支給や大学・
専門学校の学費等支援、税金等の支払猶予などもあります。
宮崎市のホームページ「新型コロナウイルスに関する情報」
へ詳しい情報が掲載されています。

キッズ・アート・アカデミー
子ども劇団空風スマイルシアターメンバー募集！
〈子どもゆめ基金助成活動申請中〉
〈国文祭・芸文祭みやざき 2020 応援プログラム〉

演じたい子どもたちが集まり、演劇の基礎から台本作り、
公演までを体験する子ども劇団空風スマイルシアター。今
年度７年目を迎え、６月から活動を始めます。
今年度は、多様な人たち（外国の方や障害のある方）と
の出会いを通して、共生社会について学び、演じることを
通して体験することをテーマに、２月の発表公演に向けて
活動を始めます。一緒に演劇を楽しみたい！お芝居を体験
してみたい！という人、待っています♪
対 象 者：小学生、中学生２０名
（６/１９締切、但し定員に達し次第締切）
活動期間：６月２７日（土）〜２月２８日（日）
練 習 日：基本的に月２回、土曜日の午前中
練習場所：メディキット県民文化センターほか
参 加 費：年間１５,０００円（月割または一括納入）
＊合宿、公演時には別途料金が発生します。
〈講師〉
劇団こふく劇場 永山智行氏・かみもと千春氏ほか
【問合せ・申し込み先】みやざき子ども文化センター
TEL:０９８５−６１−７５９０

困っていることはありませんか
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。話を聞いてもらうだけでも気持ちが軽くなるかも
しれません、
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（市ホームページよりダウンロード可）
（それぞれホームページからご覧になれます。）

★マスクを無料配布しています★

当団体へ寄付で頂いた、手作りのマスクを子育て中の方へ配布
しています。必要な方は取りにお越しください。また、ご家庭
で余分にある方、マスク（未開封のもの）も募っています。
受付時間：月〜金曜日 １０時〜１８時（祝祭日除く）

これからの新しい企画のご案内
演奏家のご紹介（保育園・幼稚園向け）
保育園・幼稚園など、子どもたちに音楽鑑賞の機会を提
供する、
「演奏家ご紹介」の企画を計画しています。
近年、音楽が子どもの脳や心の発達など、成長に効果
があることが分かってきました。当団体では乳幼児親子
向けのコンサートなどを開催していますが、保育園・幼
稚園に通う子どもたちにもぜひ生の音楽を身近に体験し
てほしいと思い、演奏家をご紹介する事業を始めます。
詳しい募集方法などについては、近日当団体のホーム
ページにてご案内いたします。
子どもたちへ芸術体験のひとつとしてご利用下さい。
【問合せ先】みやざき子ども文化センター
TEL:０９８５-６１-７５９０

通常総会のご報告
５月２６日（火）に当団体の通常総会を執り行いました。
皆様のご支援ご協力のもと、おかげさまで平成３１年度も事業
を進めることができ、２０周年という節目を迎えることができ
ました。皆様には心より御礼申し上げます。
子どもたちの育ちに関わる活動に取り組むことを大事にし、
これからも邁進していきたいと思っております。
今後ともご支援ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

楽しいこと、いっぱい！

６月のイベントカレンダー

☆…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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〇県パネル展
〇国際大生と工作
「犯罪被害者支援に
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関する企画展」
〜７月２日まで

❤かたつむりを
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❤ちび人形をつくろう
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❤七夕かざり
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〇音楽教室
９：３０〜
〇アート塾①
１３：００〜１５：００
※定員に達しました

〇幼児工作教室
（雨たろう作り）
南加納保育園年長組
９：３０〜１１：００
○おもちゃ広場
１０：００〜１４：００
★６月のお話会
１０：３０〜１１：００
定員：親子１０組程度

○おもちゃ広場（おも
ちゃいっぱいの日・
おひざでだっこはなし
会）
１３：００〜１６：００
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〇幼児工作教室
（雨たろう作り）
しんまちこども園年長
組
９：３０〜１１：００

〇北今泉保育園・黒
坂保育園・清武中央
こども園・しんまちこ
ども園合同作品展示
〜７月８日まで

○おもちゃ広場
１０：００〜１４：００

★七夕飾りつくり
１０：３０〜１１：３０
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〇ハンドベル教室
１０：００〜１１：３０

２８

〇音楽教室
９：３０〜
〇アート塾②
１３：００〜１５：００
※定員に達しました

新型コロナウイルス感染症予防のため、施設をご利用される方は、
マスクの着用、手指の消毒などのご協力をお願いいたします。
（２歳以下のお子様はマスク着用は不要です）
＊田野児童センターは登録者以外ご利用できません。

里親普及促進センターのご案内
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）

保育のお仕事をお探しの方へ

フードドライブ開催します

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。

宮崎市子ども食堂ネットワーク応援事業で
は、「もったいない」を「ありがとう」に！を
コンセプトに、ご家庭で余っている食べ物を
寄付して頂き、子ども食堂運営者や子育て支
援機関へお渡しすることを目的にフードドラ
イブを開催します。ご協力をお願いします。
日 時：７月６日（月）〜１０日（金）
９：００〜１６：００
場 所：宮崎市役所正面玄関入って右側
-取り扱う食品お米（市販品）
、乾麺、インスタント食
品・レトルト食品（常温保存品）
、食用
油、調味料、缶詰、菓子類
＊賞味期限が表記され、期限が 1 ヶ月以上
あり、食材表記が日本語表記のもの
〈問合せ先〉支え合いの地域づくりネットワーク
０８０-４６９９-６７８８

★「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

〒880-0051 宮崎市江平西 1 丁目 5 番 11 号 江平ﾋﾞﾙ 105
TEL:０９８５-６１-７５９０

FAX:０９８５-６１-３６３５

mail：center@kodomo-bunka.org/ HP: http://www.kodomo-bunka.org
【受付時間】月〜金 午前１０時〜午後 6 時

