
  

 
 

お友だちやご家族と雪の中で、おもいっきり遊んでみ

ませんか？ 

日時   平成２４年２月４日（土） 

ＡＭ６：３０～ＰＭ８：００頃 

行き先  奥伊吹スキー場（滋賀県） 

集合場所 松阪市中心部の予定 ＡＭ６：３０     

（詳細はお申し込み後にお知らせいたします）  

参加費  8,500 円（会員 6,500 円） 

2 才以下：300 円（保険代のみ）      

3 才以上未就学児：半額 

定員･対象 60 名 幼児小学生親子・高校生 

申し込み １２月６日より受付開始 定員になり次第締切 

・小学校高学年でお子様のみの参加は、必ずス

キー教室に参加してください。 

・高校生の参加は、２人以上の申し込みで１人

でリフトに乗れること。 
 

※詳しくは下記までお問い合わせください。 
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チャイルドラインチャイルドラインチャイルドラインチャイルドラインＭＩＥＭＩＥＭＩＥＭＩＥ        

子どもの心を受け止める 

18 歳までの子ども専用電話 
 

０１２００１２００１２００１２０－－－－９９９９９９９９－－－－７７７７７７７７７７７７７７７７    
毎週 月曜日～土曜日 

午後４：００～午後９：００ 

 

インクカートリッジインクカートリッジインクカートリッジインクカートリッジ仕分仕分仕分仕分けけけけ作業作業作業作業    ボランティアボランティアボランティアボランティア募集募集募集募集！！！！     
チャイルドライン松阪地域のファンド活動として、使用済みイン

クカートリッジの回収を行っています。整理して送ると付加価値が
つき、還元金が増えます。少しのお時間でもよろしいので、お手伝
いをお願いします。 

日時  １２月１６日(金) １４：00～１７：００ 
場所 （特）松阪子どもＮＰＯセンター事務所 

 

 街にはクリスマスソングが流れ、今年もあと 1 ヶ月となり、あわただしい毎日だと思います。 

子どもたちは大好きなクリスマスにお正月・・・いろいろな人と出会う機会も多く、いつもと違う経験をして、

素敵な思い出をたくさん作って下さいね。 

 

【お問い合わせ・お申し込み先】 
特定非営利活動法人 松阪子ども NPO センター TEL/FAX ０５９８-２０-１５１１ 

 食育体験講座  
小学校高学年を対象に、食べることの大切さや調理の楽しさを感じてもらうために食育体験講座を行いま

す。子どもたちは日頃、お手伝いはしていても最後までつくることはあまりないと思います。この機会に親

子丼ぶりやデザートのごまプリン作りに挑戦してみませんか？たくさんの参加をお待ちしています。 
 
日時：平成２３年１２月２６日（月） ＡＭ１０：００～ＰＭ１２：３０ 

場所：三重中京大学 調理室 

対象･定員：小学校高学年（４年生～６年生）３０名（先着順・定員になり次第締め切ります）  

参加費：５００円 （当日受付にて集めます) 

講師：馬場啓子先生（三重中京大学ＫＣＤＣ特別研究員 元食物栄養学科教授） 

持ち物：エプロン・三角巾（バンダナ）・マスク・手拭きタオル 

申し込み：下記電話・ＦＡＸにて受け付けます。 

キャンセル：前日・当日キャンセルの場合、参加費全額をいただきます。                 

アレルギー：卵と牛乳を使用します。 

※詳しくは下記までお問い合わせください。                      

イイイイイイイイオオオオオオオオンンンンンンンン        幸幸幸幸幸幸幸幸せせせせせせせせのののののののの黄黄黄黄黄黄黄黄色色色色色色色色いいいいいいいいレレレレレレレレシシシシシシシシーーーーーーーートトトトトトトトキキキキキキキキャャャャャャャャンンンンンンンンペペペペペペペペーーーーーーーーンンンンンンンン        

『マックスバリュ川井町店』『メガマート松阪
川井町店』様より、みなさまから投函していただ
いた黄色いレシート合計金額より１％をチャイ
ルドライン実施に必要な品物として寄贈してい
ただきました。ありがとうございました。 

    
氏郷氏郷氏郷氏郷まつりバザーまつりバザーまつりバザーまつりバザー    

 
１１月３日に行われたバザーでは、たくさんの

方にご協力いただきありがとうございました。 

このバザーの収益金は、１８歳までの子どもの

声を受け止めるチャイルドラインの運営費用にさ

せていただきます。 

 

２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年    ゆきあそびツアーゆきあそびツアーゆきあそびツアーゆきあそびツアー    
 

毎月１１日の「イオン・デー」に、レジ精算の際受
け取った黄色いレシートを、『マックスバリュ川井町
店』『メガマート松阪川井町店』様にある（特）松阪
子どもＮＰＯセンターのＢＯＸへ投函してくださる
ようお願いします。事務所でもお預かりしています。 

 

 

                                           



                                             

                                                                            

    

    
事務所の１階を“ひろば”として開放しています。 

おもちゃや絵本も用意しています。子育ての息抜きや情

報交換、中高生の寄り道の場所としてご利用ください。 
 

毎週火曜日・木曜日 (５月より変更になりました) 

未就学児親子 10：00～16：00 中高生 10：00～18：30 

 

 

 

親子で絵本や手遊びを楽しんだ後、お茶とお菓子でほ

っと一息しませんか？ 

１２月 1４日 (水) １月１１日(水) 10：00～11：30  
 

場 所 (特)松阪子どもＮＰＯセンター                

参加費 親子で 500 円 先着定員７組 
 

※1 月分は１２月１日より受付けます     

 

2011 

 

 

 

 

日日日日 月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土 
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（（（（特特特特））））松阪子松阪子松阪子松阪子どもどもどもども NPONPONPONPO センターセンターセンターセンター    

賛助団体会員賛助団体会員賛助団体会員賛助団体会員    

・ 井口小児科 

・ 医療法人 イワサ小児科 

・ うれしの 太田クリニック 

・ 大久保クリニック 

・ おおたクリニック 

・ 岡田パッケージ株式会社 

・ 株式会社 かざりや 

・ 医療法人 河合産婦人科 

・ 医療法人 桜木記念病院 

・ ささおこどもクリニック 

・ 医療法人 地主矯正歯科クリニック 

・ 上瀬クリニック 

・ 杉本自動車 

・ 医療法人 たるみ内科胃腸科 

・ 東海印刷株式会社 

・ 東海シール株式会社 

・ はせがわこどもクリニック 

・ パナソニック  

エレクトロニックデバイス株式会社 

・ 株式会社 林技建工業 

・ 健康体操 ひまわり会 

・ 株式会社 富士土地 

・ 学習塾 双葉 

・ 株式会社 フレンズ ミスタードーナツ・松燈庵 

・ 松阪市健康体操連絡協議会 

・ 医療法人 南産婦人科 

・ 医療法人社団 鷲尾小児科 

（５０音順記載） 

 

（特）松阪子ども NPO センターは、ご支援いた

だいている会員の皆様の会費によって支えられていま

す。会員の方には、広報紙や毎月のニュース・事業

のチラシなど情報をお届けします。また、当センタ

ー主催の事業に優先で申し込みや会員料金で参加で

きます。 

【正会員･参加会員】 

 個人 8,400 円・家族登録 24,000 円 

 （家族登録…同居の家族の方なら何人でも OK です） 

（入会金…1 人 300 円必要です） 

【支  援  会  員 】 1 口  3,000 円 

【賛  助  団  体 】 1 口 10,000 円 

 

このこのこのこの会会会会にににに賛同賛同賛同賛同しししし、、、、会会会会をををを支支支支えてえてえてえて下下下下さるさるさるさる    

個人個人個人個人・・・・団体団体団体団体のののの方方方方をををを募集募集募集募集していますしていますしていますしています    
 

★★★★絵本絵本絵本絵本のののの読読読読みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせ＆＆＆＆ほっとカフェほっとカフェほっとカフェほっとカフェ★★★★ 

★★★★ほっとスペースほっとスペースほっとスペースほっとスペース★★★★    

    

今月今月今月今月のおすすめのおすすめのおすすめのおすすめ図書図書図書図書    

 多気町立勢和図書館司書 林 千智さん選 

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    松阪子松阪子松阪子松阪子どもどもどもどもＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯセンターセンターセンターセンター    
〒515-0043 松阪市下村町１１１５   (開所日･時間 月～金１０：００～１７：００）          

 TEL･FAX   ０５９８－２０－１５１１  ホームページ  http://www.mknpo.jp/   ｅメール  info@mknpo.jp 

 

 

 

絵本の読み聞かせ
＆ほっとカフェ 

まつさかファミリー
サポートセンター援
助会員養成講座 

第１２回理事会 

食育体験講座 

ほっとスペース 

ほっとスペース 

ほっとスペース 

 

ほっとスペース 

ほっとスペース 

まつさかファミリー
サポートセンター援
助会員養成講座   
ほっとスペースっとスペースっとスペースっとスペース 

 

ほっとスペース 

まつさかファミリー
サポートセンター援
助会員養成講座 

まつさかファミリー
サポートセンター援
助会員養成講座 

インクカート 

リッジ仕分け 

作業 

 

 

 

第 11 回理事会 

 

もうすぐクリスマス。サンタさんは準備に大忙し！でし
ょうね、きっと。このサンタさんはちょっと違うのです。
何をかくそう「住宅研究所」をひらいていて“家”につい
ての悩みを確実に解決してくれるのですって！それも子ど
もたち向けに！！さぁ、ドクターサンタっていったいどん
なサンタさん？ 

稲葉なおと 作 
偕成社 
主な対象 小学校高学年～ 

「「「「ドクターサンタのドクターサンタのドクターサンタのドクターサンタの住宅研究所住宅研究所住宅研究所住宅研究所」」」」    


