～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７月号

これから段々と気温も高くなっていき、ひなた宮崎らしい暑い季節がやってきますね。新しい生活様式にも
少しずつ慣れてきた頃だと思いますが、マスクをしていると喉が渇いている状態が分かりづらかったり、体の
体温調節の機能もうまく働かないため、気付かないうちに熱中症や脱水症状になってしまう恐れがあります。
こまめに水分補給をしたり、汗をかいたら早めに拭くなどして体調の変化に気を付けて過ごしましょう。
令和 2 年度多様な子育て環境づくり支援事業

「街の小さな音楽会」のお知らせ

子どもたちに「文化・芸術（アート）
」を届けるため

ご寄付をお願いしています

子どものころから音楽に身近に親しんでもらおうと開催
している「街の小さな音楽会」を行います。
今回のテーマは『ラテンのリズムで心も体もウキウ
キ！』ｗｉｔｈコロナ、感染予防をしっかりして、親子で
楽しい時間を過ごしませんか？
ゲスト：黒木麗巳（ラテンピアノ）×谷口潤実（パーカッション）
日 時：７月１７日（金）
①１０：３０～１１：００（受付１０：００）
②１１：３０～１２：００（受付１１：００）
定 員：①②どちらも、未就園児親子 各８組限定
完全予約制（※事前に予約のない方は入場不可）
＊予約時に参加者全員のお名前･連絡先を伺います。
会 場：みやざき子ども文化センター コペルキッズ
参加費：親子 1 組５００円
≪参加についてのお願い≫
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため完全予約制と
します。また当日はご自宅で検温を行い、発熱のある場合や
体調が優れない場合の参加はご遠慮ください。
マスク着用、会場入口での手指の消毒をお願い致します。

当団体では、
『君が主役だ！！素敵なアート体験プロ
ジェクト～子どもたちに夢が広がる毎日を～』として、
演奏会の実施やものづくりのワークショップなど「文
化・芸術（アート）」を子どもたちへ届け、心と体を元
気にする活動を２０年の活動の中で続けています。
近年、文化芸術体験は、子どもの脳発達に深く関わ
り、子どもたち自身の非認知能力（知力・知性・心性）
を高めていることが分かってきました。
また、今回の新型コロナウイルス感染症の拡大によ
り、子どもたちも日常生活が一変し、心や体にもさま
ざまな影響が出ています。そんな子どもたちへ文化・
芸術（アート）に触れることで、健やかに成長してほし
いという願いと、少しでも笑顔になれる時間を過ごし
てもらいたいと思い、そのための活動費を皆さまに寄
付としてご協力を頂きたくお知らせをさせて頂きまし
た。趣旨をご理解いただき、ご協力を頂けましたら幸
いです。現在、特別給付金の寄付が寄せられています。
皆さまの温かいお気持ちをたくさんの
子どもたちへ届けたいと願っております。

〈問合せ･申込先〉NPO 法人みやざき子ども文化センター
０９８５－６１－７５９０

〈問合せ〉NPO 法人みやざき子ども文化センター
０９８５－６１－７５９０

親子で利用できる施設をご紹介します♪
新しい生活様式となり、外出も少しずつできるようになりましたね。今回は子どもと一緒に利用できる室内の施設
の一部をご紹介します。新型コロナウイルス感染症予防対策もしっかり行うことが必要ですが、親子で楽しい時間を
過ごしませんか。ご利用の際には各施設の予防対策へのご協力をお願いいたします。また、各施設とも保護者同伴で
ご利用できる場です。お子様の一時預かりは行っていません。

★宮崎山形屋 本館６階子ども服売り場
４月にリニューアルを終え、新たにオープンされた
スペースです。宮崎山形屋は「赤ちゃんの駅」にも登
録されています。お買い物の途中でもゆっくり休憩す
ることができますよ。
「ベビールーム」おむつ替えコーナー
調乳・離乳食コーナー
（流し台とお湯が使えます）
授乳室（個室・共同）
「グリーンテラス」屋上スペースに設置
住所：宮崎市橘通東 3 丁目 4 番 12 号
営業時間：１０:００～１９:００

★赤ちゃんの駅

★みやざきアートセンター ３階
「キッズルーム・プレイルーム」
親子で利用できるフリースペースです。宮崎県産の杉を使
用した木製遊具、絵本・児童書があります。授乳室も設置し
ています。
（希望される方にはお湯の提供もしています。
）
毎月第２土曜日はボランティアによる絵本の読み聞かせ
や、季節のイベントもあります。
（詳細はホームページをご覧
下さい。
）
＊飲食される場合は交流サロンまたは屋上をご利用下さい。
住所：宮崎市橘通西３丁目３番２７号
アートセンタービル３Ｆ
開館時間：１０:００～２２:００（入館２１:３０迄）
＊火曜日休館

★宮崎市田野地域子育て支援センター

おむつ替えや授乳ができる場を提供
当団体が管理運営している子育て支援センターです。親子のあそび場、子ども同士の
している施設を『赤ちゃんの駅』とし 交流の場、保護者同士がおしゃべりできる場としてプレイルームを開放しています。
（利
て登録しています。
用登録が必要です。
）その他、講座や制作を楽しむ時間や、子育て相談の受け付けも行っ
宮崎県内に５７５施設あります。
ています。大切な子育ての時間を一緒に過ごしましょう。
左のマークが目印です。
住所：宮崎市田野町甲２８２３－３
８６－１３９０
お気軽にご利用下さい。
利用時間：火曜日～土曜日 １０:００～１５:３０
＊飲食をされる場合
〈問合せ〉
ランチタイム１２:００～１３:００のみ可能です。
NPO 法人みやざき
子育て相談：火曜日～土曜日 １０:００～１５:３０
子ども文化センター
（イベント以外の時間に随時対応しています）
６１－７５９０

楽しいこと、いっぱい！

７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

月

火

水

〈お願い〉
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、手指の消毒、
咳エチケットなどのご協力をお願いいた
します。
＊田野児童センターは
登録者以外のご利用
はできません。

６

７

１３

２

１
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
★水遊び
１０：３０～１１：３０
「浮かべて遊ぼう」

１４

★水遊び
１０：３０～１１：３０
「すくって遊ぼう」

★水遊び
１０：３０～１１：３０
「手作りシャワーで
遊ぼう」

金

土

３

４

〇とんとんすもう道
１６：００～１７：００
自由参加 無料

１０

★赤ちゃんの日
１３：００～１５：００

２１

２２

２３

１７

２８

２９

３０

２４

１２

１９

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

２５

２６

〇音楽教室
９：３０～
〇アート塾④
１３：００～１５：００

３１

★水遊び
１０：３０～１１：３０
「自由な水遊び」

★お話会
〇夏休み
（６月・７月生まれ）
日替わり工作
１０：３０～１１：００
１４：００～１６：００
定員：親子１０組程度

〇夏休み
日替わり工作
１４：００～１６：００

〇夏休み
日替わり工作
１４：００～１６：００

フードドライブ開催します

保育のお仕事をお探しの方へ

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

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

『里親制度』説明会＆相談会

里親普及促進センターみやざきでは、里親制度
についての説明会＆相談会を行います。
「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。関心のある方はこの機会
にぜひご参加下さい。（＊要事前申込・無料）
【県北地区】
日時：９月５日（土）１０:００～１２:００
場所：延岡市社会教育センター研修室４
【中央・県南地区】
日時：１０月１４日（水）１８:３０～２０:３０
１２月 ５日（土）１０:００～１２:００
場所：後日お知らせいたします。
〈申込先〉里親普及促進センターみやざき
０９８５‐２０‐１２２０
mail：satooya@kodomo-bunka.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

〇おたのしみ教室
１３：００～１５：００
○おもちゃ広場（おも
ちゃいっぱいの日・
おひざでだっこおは
なし会）
１３：００～１６：００

１８

☆街の小さな音楽会
①１０：３０～１１：００
②１１：３０～１２：００
※完全予約制

★水遊び
○おもちゃ広場
１０：３０～１１：３０
１０：００～１４：００
「自然の色水で
遊ぼう」

２７

５

〇ハンドベル教室
１０：００～１１：３０

１１

〇国際大生と工作
１５：３０～１７：００

２０

日

〇音楽教室
９：３０～
〇アート塾③
１３：００～１５：００

○おもちゃ広場
１０：００～１４：００

１６

１５

❤お化けを描こう
１５：３０～１６：３０

★赤ちゃんの日
１０：００～１２：００

９

８

❤段ボール工作
（虫をつくろうう）
１５：３０～１６：３０

木

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

