
 

～子ども支援者養成講座～ 
 

 

 

 

 

 

＜参加費＞ 大人・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７，０００円 

     ユース（１２歳～２２歳までの学生）・・・ ３，５００円 

       １プログラムのみ 大人 ・・・・・・ ２，０００円 

      １プログラムのみ ユース・・・・・・    ５００円 

会場：津市桜橋 3丁目 446-34 三重県津庁舎 6階 会議室 

№ 日程 時間 内 容 講師名（敬称略） 

１ 
6 月 19 日 

（日） 

10:30～

12:30 

子どもにはチカラがある  ～子どもの 

エンパワーメントを支えるおとなの役割～ 

子どもの権利条約総合研究所関西事務所 所長 

 浜田 進士 

２ 
13:30～

15:30 
チャイルドラインとは 

ＮＰＯ法人チャイルドヘルプラインＭＩＥ 

ネットワーク 代表理事 
田部 眞樹子 

３ 7 月 3 日 

（日） 

10:30～

12:30 
思春期外来の現場から 

奈良県立医科大学 名誉教授 

医療法人南風会万葉クリニック 

子どものこころセンター絆 センター長 

飯田 順三 

４ 
13:30 ～

15:30 
依存症からの回復とエンパワーメント 

（特）三重ダルク 常務理事 

市川 岳仁 

５ 
7 月 9 日 

（土） 

10:30 ～

12:30 
いじめ・不登校 

NPO 法人ストップいじめ！ナビ 副代表理事 

須永 祐慈 

６ 
13:30～

15:30 
オンラインチャットの特性 

NPO 法人ストップいじめ！ナビ 副代表理事 

須永 祐慈 

７ 
7 月 10 日 

（日） 

10:30～

12:30 

子どもたちに性の問題を 

正しく伝えるために 

金丸産婦人科 院長 

金丸 惠子 

８ 
13:30～

15:30 

子ども支援のまちを創ろう ～チャイルド

ライン活動に子どもの権利条約を活かす～ 

早稲田大学 名誉教授 

子どもの権利条約ネットワーク 代表 

喜多 明人 

９ 7 月 17 日 

（日） 

10:30～

12:30 
子ども虐待 

元 三重県児童相談センター 所長 

鈴木 聡 

10 
13:30～

15:30 
子どもの権利と性 ～生と性を伝える～ 

いなべ総合病院 産婦人科医師 

 川村 真奈美 

11 
7 月 18 日 

（月祝） 

10:30～

16:30 

午前コミュニケーションの体験 

午後子ども時代に立ち返るワークショップ 

せたがやチャイルドライン 支え手・運営委員 

山本 多賀子 

※受け手になるには、全講座の受講が必須です。 
主催: 認定 NPO 法人チャイルドヘルプライン MIE ネットワーク/サポート:子どもの心を受け止めるネットワークみえ 

【お申し込み・お問い合わせ先】 特定非営利活動法人松阪子どもＮPO センター 

〒515-0084 松阪市日野町 788 カリヨンプラザ 1 階 

TEL：0598-20-8344  FAX：0598-20-8345  E-mail：info@mknpo.jp 

 

2022 年度「子ども支援者養成講座」 

お名前              （ユースの場合年令   才） 

＜連絡先＞ 

〒     －        住所                                

TEL.        FAX.           携帯                  

※個人情報は、「子ども支援者養成講座」の目的以外には使用しません。取り扱い団体: 

1プログラムのみで受講される方は、 

受講される講座番号をご記入ください。 

 

チャイルドラインは、指示しない・指導しない・傾聴することで、 

かけ手である子どもがエンパワーメントすることを支援する電話です。 

あなたも養成講座を受講して、受け手ボランティアをしてみませんか。 

令和４年度キリン・地域のちから応援事業 



 

「子どもの心を受け止めるネットワークみえ」は 

     チャイルドライン MIEをサポートします！！ 
三重県子ども・福祉部少子化対策課／三重県子ども・福祉部子育て支援課／三重県教育委員会事

務局教育総務課／三重県環境生活部ダイバーシティ社会推進課ＮＰＯ班／特定非営利活動法人三

重ダルク／特定非営利活動法人三重いのちの電話協会／特定非営利活動法人フリースクール三重

シューレ／CAP みえ／特定非営利活動法人三重県子ども NPO サポートセンター／NPO 法人体験

ひろば☆こどもスペース四日市／ NPO 法人四日市まんなかこどもステーション／子育ち広場∴

ドロップ in／特定非営利活動法人こどもサポート鈴鹿／特定非営利活動法人津子ども NPO セン

ター／特定非営利活動法人松阪子ども NPO センター／特定非営利活動法人三重みなみ子どもネ

ットワーク／特定非営利活動法人子どもステーションくまの／認定 NPO 法人チャイルドヘルプ

ライン MIE ネットワーク／特定非営利活動法人みえ親子・人間関係研究会  

 

子どもたちは、「チャイルドライン」や「こどもほっとダイヤル」にかけることで、気持ちを

話し少し楽になったりします。「こどもほっとダイヤル」は相談内容によっては、子どもの意思

により特定することができ、関係機関と連携し、子どもの気持ちに添った解決に向けて一緒に考

えます。 

近年子どもたちの身近なコミュニケーションのツールになっている SNS。子どもたちにとっ

て多様なツールが必要と考えて、「子ども専用メール」「MIEちゃんに聞いてみよう」「オンライ

ンチャット」の３種類の相談窓口をつくっています。子どもたちが誰かとつながりたい、気持ち

をぶつけたいと思った時、いつでも思いを受け止められるチャイルドラインをめざしています。 

2021年度の年次報告書作成にあたっては、子どもアドボカシーの視点で子どもたちの声を

どう発信するのか話し合い、「子どもの権利条約」を柱にしてまとめました。 

 

きいてほしいな 

チャイルドライン MIE 
0120-99-7777 

月～土曜日の午後４時～午後９時まで 
（12 月 29 日～1 月 3 日はお休み） 

指示しない、指導しない、傾聴する、かけてくる子どもの主

体を大切にした、子どもの心を受け止める１８歳までの子ど

も専用電話です。2021年度は、三重県の子どもからの電話

を 1,732件受けました。 
 

主催：認定 NPO法人チャイルドヘルプライン MIEネットワーク 

たすけて！もいえる チャイルドヘルプライン 

こどもほっとダイヤル 
0800-200-2555 

毎日午後１時～午後９時まで 
（12 月 29 日～1 月 3 日はお休み） 

チャイルドラインと同様、かけてくる子どもを解決の 

権利主体として捉え、子どもの気持ちに寄り添います。子ど

もの意志により、特定することができ関係機関と 

連携していきます。なにより子どもの最善の利益を保 

障します。2021年度は 1,026件の電話を受けました。 

  主催：三重県 

受託：認定 NPO法人チャイルドヘルプライン MIEネットワーク 

子ども専用メール 
http://www.childhelplinemie.net/soudan-mail 

～返事はいらないけど誰かに気持ちを伝えたい～ 

2021年度は 33件のメールを受信しました。 
 

主催：認定 NPO法人チャイルドヘルプライン MIEネットワーク 

オンラインチャット 
https://childline.or.jp/chat 

毎週土曜日 午後 4 時～午後 9 時まで 
（12 月 29 日～1 月 3 日はお休み） 

チャイルドヘルプラインMIEのオンライン相談は 2021年

10月で終了し、11月のチャイルドライン支援センターの 

全国キャンペーンに参加後、2022年 1月から全国のオンラ

インチャットに参加しています。2021年度のオンライン相

談は 14件、オンラインチャットは 195件受信しました。 
 

主催：認定 NPO法人チャイルドライン支援センター 

MIE ちゃんに聞いてみよう
http://www.childhelplinemie.net/miechan 

～返事がほしい～ 

HP上で個人がわからないようにして返事（MIEちゃん

の手紙を見る）をします。（一部） 

2021年度は 101件のメールを受信しました。 
 

主催：認定 NPO法人チャイルドヘルプライン MIEネットワーク 

https://childline.or.jp/chat
http://www.childhelplinemie.net/onrain-soudan/

