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201２年７月１日

特定非営利活動法人松阪子ども NPO センター

花や葉っぱの上に水色の雨粒だ！と思ったら空の青い色が映っていました。水滴になった雨粒がぷるぷる
して向こうに見える風景が逆さだったり大きかったり。葉っぱの下でそっと雨やどりしている虫たちもいま
す。雨の合間にちょっと外に出てみると楽しい発見があるかも！

活動の
活動の報告
ファミリーサポートの援助会員
となるための 4 日間の講座は、子ど
もとの遊び、食育、救急医療、発達・
６月５日（火）参加： 12 名
７日（木）参加： 13 名
１２日（火）参加： 11 名
１４日（木）参加： 19 名
のべ 55 名
会場：ＭＡＰみえこどもの城
花岡地区市民センター

発育、心の育ちなど多岐にわたりま
した。受講を終え、8 名の方が新た
に援助会員に登録をされました。地
域の子ども支援のサポーターとし
てのスタートです。

おしらせ

中高生・
中高生・食育体験講座
調理実習や実験をして、自分の体を作り守っていく

2012 年 小学校低学年合宿

「食」の大切さを学び、自分で食事を作る体験をします。
これから進学や就職で一人暮らしを始める世代におすす

小学校低学年限定の一泊二日の合宿です。三重県

めの講座です。

立相可高校食物調理クラブのみなさんと一緒に夕食

日

時：２０１２年８月８日（水）18：30～21：00

を作ります。二日目はグループにわかれて子ども会

場

所：三重中京大学調理室

議をします。

対

象：中学生・高校生

日

時：2012 年８月２2 日(水)～２3 日(木)

場

所：五桂池ふるさと村研修室

対

象：小学校 1 年生～3 年生

参加費：500 円
講 師：馬場啓子さん（三重中京大学ＫＣＤＣ特別研究員）
※電話・ＦＡＸ・メールにて先着順で受け付けます。

子どものためのシェイクスピア

参加費：一般 7,000 円／会員 5,500 円
定

員：40 名（定員になり次第締め切り）

★お申込みについて★
【会員】7 月 5 日(木)10：00～
※お友だち一人を一緒に申込みできます。

【一般】7 月 17 日(火)10：00～
※代表者一人につき 4 名まで申し込みできます。

★センターに来
センターに来ていただくか、
ていただくか、
電話でのみの
でのみの受付
受付になります
になります★
電話
でのみの
受付
になります
★

特定非営利活動法人

定員 30 名

ヘンリー六世
ヘンリー六世Ⅲ
六世Ⅲ
日 時：
会 場：
チケット：

9 月 8 日（土） 開演 17：30
三重県総合文化センター文化会館中ホール
一般・・大人 4,800 円 18 才以下 2,300 円
会員・・大人 4,500 円 18 歳以下 2,000 円
2 階自由席 一般 2,800 円 会員 2,500 円
・未就学児の参加はできません。
・託児はご相談下さい。

好評発売中！
先着支払い順でお席を
お選びいただけます。
良い席をお早めに！

ヘンリー六世Ⅲに参加申し
込みされた小学生５名限定
わくわく体験
わくわく体験ツアー
体験ツアー
8 月 30 日（木）
5 名限定

※（特）松阪子ども NPO センター正会員・参加会員・支援会員とチャ
イルドライン MIE ネットワーク支援会員のみ会員価格でチケット購入が
できます。

【上記のお問い合わせ・お申し込み先】
松阪子ども NPO センター TEL/FAX ０５９８-２０-１５１１

チャイルドライン
チャイルドラインＭＩＥ
ドラインＭＩＥ
子どもの心を受け止める
18 歳までの子ども専用電話
●7 月 3 日(火)

子どもの権利を考える市民委員会

●7 月 5 日(木)

小学校低学年合宿・会員受付スタート

０１２０－
０１２０－９９－
９９－７７７７
毎週 月曜日～土曜日
午後４：００～午後９：００

●７月５日(木)

201２
201２年 松阪地域チャイルドラインファンド
松阪地域チャイルドラインファンド

いっしょに遊ぼう子育てフェスタ in 松阪 コア会議
●７月１５日(日)子ども委員会
●7 月 17 日(火)小学校低学年合宿・一般受付スタート

チャイルドラインＭＩＥでは実施に関わる団体が、募金などファンドの目
標を立て、様々な取り組みをしています。ご協力をお願いいたします。

●長崎 島原手延
島原手延べそうめん・うどん
べそうめん・うどん各種
べそうめん・うどん各種セット
各種セット
2,300 円～3,550 円
●カテキン茶
1,800 円
カテキン茶 ５０パック
三重県共同募金会助成事業

今月のおすすめ
今月のおすすめ図書
のおすすめ図書
多気町立勢和図書館司書 林 千智さん選

『ルラルさんのたんじょうび』
ルラルさんのたんじょうび』
いとうひろし

作

チャイルドラインは、指示や指導はせず、子どもたちの声を聴
き、気持ちに寄り添います。子どもの権利を保障し、子どもが豊
かに育つ地域づくりに興味のある方は、講習会に参加してみませ
んか。６月より講習は始まっていますが、７月からの参加も募集
しています。ぜひ、ご参加ください。

参加費

ポプラ社
主な対象

チャイルドライン MIE ネットワーク
平成２４
２４年度
平成
２４年度『受け手養成のための
手養成のための講習会
のための講習会』
講習会』

幼児～一般
会場

きょうはルラルさんのたんじょうびです。
りょうりじまんのルラルさんは、とびきりお
いしいケーキを焼きました。すると、にわの
みんながやってきて・・・。思わぬ展開にび
っくり。そうですね、誕生日ってそういう意
味だったんですね。大人になってるあなたも
きっと染みるはず。ステキな一冊です。勢和
図書館も 7 月 1 日で 15 歳になりますよ！

大人
6,000 円
ユース（12 歳～25 歳まで） 3,000 円
1 プログラムのみ
2,000 円
三重県津庁舎 6 階 津市桜橋３－４４６－３４

６月２４日（日）・チャイルドラインとは
３０日（土）
・学校に行かないことを通して、チャイルドラインを
みつめる
・依存症からの回復とエンパワメント
７月 １日（日）・子ども虐待
・子どもにはチカラがある
～子どものエンパワメントを支える大人の役割～
７日（土）・聴くこと・ロールプレイ
８日（日）・性の正しい知識
・ 思春期外来
１４日（土）
・子どもの権利条約･条例とチャイルドラインのこれから
-子どもの安全・安心のまちづくりをめざして・I‘m OK まず私から

〈お申し込み・お問い合わせ〉
(特)松阪子どもＮＰＯセンターまでお願いします。

この
の会に賛同し
賛同し、会を支えてくださる個人
えてくださる個人･
団体の方を募集しています
募集しています
個人･団体の
会員数 ：１21 名 うち支援会員
うち支援会員７
支援会員７7 名（６月末現在）
月末現在）
【賛助団体会員 25 団体 27 口】
・井口小児科

・ささおこどもクリニック

・株式会社 富士土地

・医療法人 イワサ小児科

・上瀬クリニック

・健康体操 ひまわり会

・うれしの 太田クリニック

・杉本自動車

・株式会社 フレンズ
ミスタードーナツ・松燈庵

・おおたクリニック

・医療法人たるみ内科胃腸科

・松阪市健康体操連絡協議会

・大久保クリニック

・医療法人地主矯正歯科クリニック

・医療法人 南産婦人科

・岡田パッケージ株式会社

・東海印刷株式会社

・医療法人社団 鷲尾小児科

・学習塾 双葉

・東海シール株式会社

・医療法人 河合産婦人科

・はせがわこどもクリニック

・医療法人 桜木記念病院

・株式会社 林技建工業

（５０音順）

特定非営利活動法人 松阪子ども
松阪子どもＮＰＯ
どもＮＰＯセンター
ＮＰＯ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

