～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９月号

季節は秋になりましたが、まだまだ暑い日が続きそうですね。今年の夏はマスクが手放せない生活で、熱中症
になる方がいつもより多かったようです。これから運動会の予定もあることと思いますので、睡眠や食生活など
規則正しい生活を心がけて体調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
子どものころから身近に音楽を親しんでもらおう
と開催している「街の小さな音楽会」のご案内です。
今回は宮崎ジュニアオーケストラ指揮者の土田浩さん
によるチェロの演奏と「子どもの成長と音楽」のお話しを
交えたコンサートです。
演奏者 土田 浩（チェロ） 土田悦子（ピアノ）
日 時：９月３０日（水）
１０：３０～１１：００（受付１０：００）
定 員：未就園児とその保護者 １０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。会場入口での
手指の消毒、大人の方はマスクの着用をお願い致します。
〈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

『里親制度』説明会＆相談会のご案内
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・参加費無料）
日時：１０月１４日（水）１８:３０～２０:３０
場所：宮崎市男女共同参画センター「パレット」
視聴覚室
日時：１２月 ５日（土）１０:００～１２:００
場所：未定（後日お知らせいたします。）
＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、説明会に参加
される方は、マスクの着用・手指の消毒にご協力をお願い
します。当日体調の悪い方はご遠慮ください。また状況に
より延期や中止になる場合もございます。ご了承下さい。
〈問合せ･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

ふるさと先生未来会議を開きました

子育てのことで困ったことはありませんか

当団体では、宮崎市の委託を受け「宮崎市ふるさと文化学
習支援事業ふるさと先生こんにちは」事業を実施していま
す。この事業は宮崎市内及び宮崎市近郊に活動の拠点を置
き、芸術など地域文化に秀で、個性豊かな人生経験を有する
方を講師として宮崎市内の小・中学校に派遣するものです。
開始以来１９年、体験活動や心の交流を通し、子どもたちに
夢や希望を与え、キャリア教育としての役割も果たしている
と思います。
現在２８名の講師が登録されており、今回１４名の講師の
方（内２名は海外からオンライン参加）にお集まりいただき、
各講師の授業風景を映像で紹介
した後、それぞれの講師が授業
を通して感じたことや思うこと、
子どもたちに伝えたいことなど
沢山のご意見や感想を頂くこと
ができました。また講師それぞ
れの活動について直接話す機会
ともなりました。
子どもたちにはこれからも授業を通して、地域の先輩から
沢山のことを学び、未来へ向かってほしいと願っています。

外出を控える生活が続き、不安なことはありませんか？子育
て中に不安な気持ちになったり、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
付をしている窓口をご紹介します。
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。

季節の行事を楽しみませんか
秋の季節の行事といえば、みなさんは何を想像されますか？
運動会ももちろん楽しみの一つだと思いますが、お月見の季節で
もありますね。ススキやお団子、農作物（芋や栗など）をお供え
して美しい月を眺めるのが一般的です。
お月見とは平安時代から伝わる旧暦の８月１５日に月を眺め
る風習で「十五夜（中秋の名月）
」とも呼ばれ、今年は１０月１日
（木）が十五夜にあたります。
お供えするものは地域で異なる場合も
ありますが、それぞれに意味があるそうで
す。親子でどういう意味があるのかな？と
調べたりするのも楽しそうですね。
美しい月を見てのんびりとした時間を
過ごしてみませんか。

〈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日程度かかる場合があります
〈子育て情報サイト他〉
＊みやざき子育て支援ポータルサイト「すくすくみやざき」
（宮崎県内の子育て支援に関する情報が掲載されています）
＊宮崎市子育てナビ
＊宮崎市子育て情報誌
せ
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楽しいこと、いっぱい！

９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

木

２

１

３

金

土

６

５

４

〇ハンドベル教室
○おもちゃ広場（おひ ★敬老の日の
１０：００～１１：３０
カードつくり
ざでだっこおはなし会）
１０：１５～１２：００
１０：００～１２：００
〇おたのしみ教室
（定員に達しました）
１３：００～１５：００
★赤ちゃんが来た！ 〇とんとんすもう道
自由参加 無料
～親子の絆づくり
１６：００～１７：００
○おもちゃ病院
プログラム～
自由参加 無料
１３：００～１６：００
１０：１５～１２：１５
（定員に達しました） 〇大久保小学校作品
展示 ～１６日まで

７

１０

９

８

１１

１２

○おもちゃ広場
１０：００～１２：００
〇幼児工作教室おさ
かなちゃんつくり
（清武中央こども園）
９：３０～１１：００
★赤ちゃんが来た！
～親子の絆づくり
プログラム～
１０：１５～１２：１５
（定員に達しました）

１４

１７

１６

１５
❤ミサンガをつくろう
１５：３０～１６：３０

２１

２２

○おもちゃ広場
１０：００～１２：００
★赤ちゃんが来た！
～親子の絆づくり
プログラム～
１０：１５～１２：１５
（定員に達しました）

２３

２４
〇幼児工作教室おさ
かなちゃんつくり
（北今泉保育園）
９：３０～１１：００
○おもちゃ広場
１０：００～１２：００
★赤ちゃんが来た！
～親子の絆づくり
プログラム～
１０：１５～１２：１５
（定員に達しました）

２８

２９

３０

❤防災の日ペーパー
クラフトつくろう
１５：３０～１６：３０

☆ 街の小さな音楽会
１０：３０～１１：００

里親普及促進センターみやざきの
ホームページが新しくなりました
この度、里親普及促進センターみやざきでは、普
及啓発活動の一環として、ホームページをリニュー
アルし、さらに分かりやすく情報をご覧頂けるように
なりました。
当センターでは、さまざまな事情から家庭で暮ら
すことができない社会的養護下にある子ども達が
家庭的な養育環境で生活できることを促進するた
め、里親制度の普及啓発や登録研修の開催、子育て
支援等、制度に関わるさまざまな取り組みを行って
います。関心のある方はぜひホームページをご覧
下さい。（みやざき子ども文化センターのホームペ
ージからもリンクしています。）

https://satooya-miyazaki.org

〈問合せ先〉里親普及促進センターみやざき
☎ ０９８５-２０-１２２０

１８

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）
１０：００～１５：００
〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

２７

２６

★お誕生会
〇音楽教室
（８月・９月生まれ）
９：３０～
１０：３０～１１：００
〇アート塾⑥
定員：親子１０組程度
１３：００～１５：００

〇ピンポンキッズ
１０：３０～１１：３０

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座など
の行事につきましては、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下さい。
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 ☎８６－１３９０
＊田野児童センターは登録者以外利用できません。

保育のお仕事をお探しの方へ

ご寄付のお願い

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。
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

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年の間続けています。
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。そこで
文化・芸術（アート）に触れることで、子ど
もたちに健やかに成長してほしいという願い
と、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
してご協力をお願いしております。趣旨をご
理解頂きご協力賜りましたら幸いです。

＊新型コロナウイルス感染拡大防止の為、ご相談
は主に電話・メールで受付ています。来所にて相談
ご希望の方は必ず事前にご連絡をお願いします。

【振込先】ゆうちょ銀行（普）
店名 七三八 口座番号 １９７６８５２

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

○くっつけ！花・花＆
あつまれ！虫・虫
１３：３０～１５：３０
（定員に達しました）

２０

１９

２５

○おもちゃ広場（おも
ちゃいっぱいの日）
１０：００～１５：００
〇木のおもちゃを
作ろう
１３：００～１５：３０
（定員に達しました）

１３

〇音楽教室
９：３０～
〇アート塾⑤
１３：００～１５：００

★乳幼児の
救急蘇生法
１０：３０～１２：００
〇おたのしみ教室
１３：００～１５：００

日

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

