
エコチル調査５周年記念「ハッピーフェスタ♪」を開催しました！

　去る11月29日、皆様への感謝の気持ちをこめて「ハッピーフェスタ♪」
を開催いたしました。「エコチル調査でわかってきたこと」や「ポルカ劇
団」による歌やクイズのステージ、そして皆様が楽しみにされていた「ア
ンパンマンショー」と続きました。
　クリームパンダちゃんとコキンちゃんがみみせんせいへパンを届ける
「クリームパンダのおつかい大作戦！？」というストーリーでしたが、アン
パンマンの登場にお子様達は大興奮で手を振り、ステージに釘付けでした☆
そして、パンをうばおうとするバイキンマンの登場に会場がどよめき、ア
ンパンマンがピンチのときには、大きな声で「アンパンマーン！」と声援
を送ったりして盛り上がりました。最後はみんなでサンサンたいそうを
踊って「げんき100倍！」、写真撮影会もあって盛りだくさんの内容でした♪

　予想をはるかに上回るご応募をいただ

きお礼申し上げます。ただ会場の都合上、

全ての方のご希望にお応えすることがで

きませんでした。楽しみにされていた多

くの方には、心よりお詫び申し上げます。

お 詫 び

Ｑ．今日のイベント中のお子さんの反
応は？
→アンパンマンやバイキンマンと叫ん
で喜んでいました。
Ｑ．調査に参加した決め手は？
→アレルギーや環境などが気になるの
で調査に協力できて、その結果も分
かるので良いかなと思って参加しました。
Ｑ．調査に参加して良かったこと・大変なことは？
→誕生日にプレゼントを頂けるのが助かります。4歳のクーピー
も使っています。質問票も「2週間以内に返送」と余裕があり、
急がずに記入できるので大変ではないです。
Ｑ．質問票の記入において工夫されていることは？
→ボールを使うなど子どもと一緒にやる項目は子どもが起きてい
る時間にしています。
Ｑ．エコチルママ＆パパに応援メッセージお願いします。
→13年間と長いですが、協力できる限り最後まで一緒に頑張って
いければと思います。

Ｑ．今日のイベント中のお子さ
んの反応は？
→家にいる時から楽しみにして
いたので、喜んでいました。
Ｑ．今日のイベントで良かった
ものは？
→アンパンマンを楽しみに来た
のですが、「エコチル調査進
んでます！」も詳しくて分かりやす
かったし、子どももアレルギーがあるので勉強になりました。
Ｑ．調査に参加して良かったこと・大変なことは？
→大変だと思った事はないです。振り返って色々考えることがで
きるので、楽しんで記入しています。食事の面などこれが足り
ないな～など考えながら書いています。
Ｑ．質問票の記入において工夫されていることは？
→子ども達の成長を育児日記のように記録しているので、それを
見て振り返りながら質問票の記入をしています。

エコチルファミリーにインタビューしました

1さい 488人★ 2さい 568人★ 3さい 564人★ 4さい 184人★年齢別エコチルKids
(2015年 11月30日現在)
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(2015年12月20日発行)



今日は『感覚』のお話です。

感覚…と言われれば、まず『五感』を思い浮かべると思い

ます。実は視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚という五感の他

に、からだの位置を認識するための『固有受容覚』、動きを

認識するための『前庭覚』もあります。

小さい子どもには特に、触覚、固有受容覚、前庭覚が大切といわれます。というのも、抱っこされて揺らされる

ことを心地よいと感じたり、寝返り・ハイハイ等が出来るようになる時に働くのは、この3つの感覚だからです。

中には触覚が敏感なお子さんもいます。そんな子は、顔に水がかかるのを嫌がったり、帽子が嫌いだったり。極

端なお子さんだと、抱っこすら嫌がったりします。

そんな子は、『固有受容覚』への強めの刺激を好む子も多く、飛び跳ねたり、棒を振り回したり、叩いたり噛ん

だりという傾向が強く、親御さんが、育てにくいと感じてしまうかもしれません。

他人に危害を加える行為は叱っても良いのですが、それ以外は、やりたがっていることを認め、いつどこでなら

やっても良いかを教えてあげましょう。

一方で、加速度や揺れや回転系の感覚を好むか否かは、子どもによって違います。親と好みが違うこともある

…ということをわかってあげてくださいね。

「感覚のはなし①」「感覚のはなし①」
松崎医院　丹生文 先生

「質問票こんな風にやってます！」
　某ハッピー○ーンというお菓子。「ハー
ト型が入っていたらハッピーになれるか
も♡」とあり、3才になる息子もそれを
見つけようとワクワク。しかし食べ終わ
ってもハート型は入っておらず、息子は
「お店の人に言わんといかんね！！」と一
言。クレームをつける事をどこで覚えた
のか不思議に思い、自分の日々の言動を
思い返してしまった母でした。（笑）

（A・O）

エコチルママさん達とのお話でよく耳にするのが
「届いた時には書かなきゃ～って思いながらも日々に追わ
れ、気づけば書き忘れ！」
って事がよくあるとの事。
…私も皆さんと一緒です（笑）
郵便物の下から封筒を発掘！なんてこともしばしば…
そこで一念発起した私はこんな風にしています。

① 記入は子どもが寝静まってから！
　じゃまされなければ結構はかどります♪
② 身長・体重などは後回しにしない！
　「後で・・」なんてしたら忘れてしまいます(>_<)
③ 子どもに試してもらう項目は、最後に！
　最後の記入なら余裕ができ、子どもとのスキンシップに
もなります

記入が終わるころには、「こん
なこともできるようになっ
た！」とか「前より身長が伸び
てる！」といったお子さんの気
付きにつながると思います。
子育てでお疲れと思いますが、
一緒に楽しんで記入していきま
しょう☆

おもしろ・感動・ビックリ どんなエピソードでも構いません！
応募方法→下記【必要事項】を必ずご入力の上、
下記アドレスまでメールにてお送り下さい。
アドレス：nobechil@med.miyazaki-u.ac.jp
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 必要事項
※メールの件名は「エコチルキッズエピソード」
①投稿者様（掲載時）のニックネーム
②エピソード（100文字程度）
※ご投稿いただいた方の中から、お1人様のエピソードを掲
載させていただきます。掲載者の発表は「のべチルNews」へ
の掲載及び粗品の発送をもってかえさせていただきます。な
お、今回頂いた情報は「のべチルNews」とホームページへの
掲載のみに使用いたします。

将来はクレーマー！？将来はクレーマー！？

先生の
おはなし

エコチルキッズの思わず
 ほ っ こ り なエピソードお寄せください♥♥

～エコチルママより～

(おはなしは次号につづきます)



今回初の試みのダンス教室。ストレッチ・
マット運動・ダンスをしました。ご両親の
傍をはなれて一生懸命ダンスをされている
お子様の姿に、これまでの成長を感じて嬉
しさと感激いっぱいのスタッフでした☆

元気いっぱいのお子様達、ママと一緒に
体を動かしました。ハロウィンの時期だ
ったのでカボチャの帽子にシールをはっ
てオリジナルの帽子もつくりました♪

″ホッと一息つけるスペース″としてブ

ースを出展しました。当日は、100人近

くのエコチル参加者ご家族様にお立ち寄

り頂きました☆

キッズダンス教室  2015.9.26

リトミック教室  2015.10.18

のぼりざるフェスタ  2015.10.25

イベントレポー
ト

イベントレポー
ト

日　時 2016年1月30日(土) 10:00~(1時間程度)

内　容 ストレッチ・リズム遊び・ダンス・マット運動など

対　象 エコチル調査に参加されているお子様でお誕生日が
2011年6月～2012年8月の方（3歳6か月以上）と
保護者の方

場　所 丸誠電器内ピノキオ2Ｆ(延岡市昭和町1丁目4-10)

講　師 節賀 恵子先生 (KEIKO DANCE SCHOOL)
せつ  が    けい  こ

★キッズダンス教室★
第11弾イベント

ジェイミー先生とLet’s英会話♪
第12弾イベント

〆 切 2016年1月6日 2016年1月20日〆 切

日　時 2016年2月20日(土) 10:00~(1時間程度)

内　容 英語カード遊び・英語歌遊び・英語リズム遊びなど

場　所 カルチャープラザのべおか　多目的ホール

講　師 ジェイミー・ハバード先生

抽選
50組

抽選
20組

エコチル掲示板

質問票でお子様の成長記録をうかがう下記の項目は、エ
コチル調査においてとても大切なデータになります。
記入もれがないかご確認いただき、ご返送くださいます

ようお願いいたします。

健診記録や保育施設などでの計測がない場合は、ご自宅
で計測して下さい。

未記入の項目があった場合や前回ご記入頂いた記録と同
じ場合はお問い合わせさせていただいております。

ご協力のほどよろしくお願いいたします。

質問票のご記入についてのお願い

対　象 エコチル調査に参加されているお子様でお誕生日が
2012年9月～2014年10月の方（1歳4か月～3歳5
か月）と保護者の方

【必要事項】を必ず入力の上、アドレスまでメールにてお送り下さい。⇒ アドレス：

　

　お申込みを受け付けましたら、ご登録頂いている携帯電話にショートメールにてご連絡致します。1週間経過しても受付完了メールが届かない場合は事
務局までご連絡ください。その後、抽選を行い、当選された方にはハガキの入場券をお送り致します。（当選ハガキの発送はキッズダンス1月中旬、英会
話1月下旬～2月初旬を予定しております。）イベント時に必要な物や詳細等は当選ハガキに記載致しますのでそちらでご確認下さい。又、頂いた全ての
情報は当選ハガキの発送及びエコチル調査参加者である事の確認にのみ使用致します。

応募方法 ※イベントにより締切日が異なりますのでご注意ください。

nobechil@med.miyazaki-u.ac.jp

エコチル調査宮崎 検索
イベント情報をホームページにUPしています。
ぜひご覧ください♪

エコチルイベントのご案内エコチルイベントのご案内

【必要事項】 ※メールの件名は「エコチルイベント応募」
①ご希望のイベント名（キッズダンスｏｒ英会話）　②お母様とお子様のお名前

ＱＲコードで
簡単メール作成！

全ての測定結果は同日のものを
ご記入ください。

できるだけ、間近の記録をご記入下さい。

ご自宅に身長計がない時は、柱など
にお子様の身長の印をつけてメジャー
で測ってもよいですよ

記入例



エコチル調査 宮崎事務局

エコチルKids
おもしろ★かわいい♥
エコチルKids
おもしろ★かわいい♥ 写 真 大 募 集 ！
　左の｢応募用紙｣にご記入の上、掲載希望のお写真(現
像したもの)と共に、下記エコチル調査事務局までお送
りください。
　もしくは、｢応募用紙｣と同じ内容を別の用紙にご記
入の上お送りいただくことも可能です。(注)郵送代は参
加者様ご負担となります。メールでのご応募は受け付け
ておりませんのでご注意下さい。

※ご応募多数の場合は厳正なる抽選を行い、掲載者を決定
致します。掲載はお１人様１回とさせていただきます。掲
載者の発表は｢のべチルNews｣への掲載及びプレゼント
(右に記載)の発送をもってかえさせていただきます。
　今回頂いた情報は｢のべチルNews｣とホームページへ
の掲載のみに使用いたします。お写真についてはお返
しいたしかねますので、予めご了承ください。

※応募方法がメール→郵送へ変わりました！※応募方法がメール→郵送へ変わりました！
「おえかき
　　ハウス」

クレヨン12色･保護テープ付き(ハサミ不要）
収納バッグで持ち運びもカンタン♪
お絵かきや秘密基地遊びも出来ます♪
※安全の為保護者の方と一緒に作って下さい｡
(本体の素材はダンボールです｡）
プレゼントは予告なく変更する場合がございます。

をプレゼント!（対象年齢2歳～）

掲載された方には、自分だけの
オリジナルハウスが作れちゃう♪

NEW

〒889-1692宮崎県宮崎市清武町木原5200
宮崎大学医学部内
エコチル調査宮崎サブユニットセンター

Hell
エコチル

TEL/FAX：0985-85-9830
ホームページ
http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/ecochild/

次回も
お楽しみに♪

nobechil@med.miyazaki-u.ac.jp

保護者様のお名前

応 募 用 紙（切り取って写真と同封して下さい｡）

ふりがな

（男・女）

〒

お子さまのお名前
もしくは

（ニックネーム）

ご住所

電話番号

コメント
（20文字以内）

ご要望・ご感想

キリトリ線

【郵送先住所】

いっぱい食べて、笑っ
て、大きくなってね。

悠希くん
はる き

これからもたくさん
遊んで大きくな～れ♪

壮亮くん
そうすけ

はる君と一緒に
成長していきます♡

敏清くん
はる き

いつも笑顔で優しい
気持ちをありがとう♥

珠寿ちゃん
す ず

一緒に過ごせて
毎日幸せです♡

美織ちゃん
み おり

笑顔いっぱい大きく
なあ～れ　

杏和ちゃん
あん な

家族の太陽です。

あおいちゃん

おしゃべり上手なゆいな
さん。色んなお唄も
聞かせてね。

ゆいなちゃん

今回もかわいいエコチルKidsの写真が届きました♥


