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特定非営利活動法人松阪子ども NPO センター

日増しに秋も深まり、朝晩は少し肌寒くなりました。食欲の秋、スーパーの魚売り場の前で「どれもおいし
そう…」とウロウロ。秋刀魚、鮭、イカ…、魚だけでなく、旬のものはやっぱり美味しいです！ ほかにも読
書、芸術、スポーツ、何をするにもやる気の出る季節です。たっぷり秋を満喫しましょう！！

活動の
活動の報告

8 月 30 日(木) 松阪地域参加：5 名

ヘンリー六世オプショナル企画
【劇場体験わくわくツアー】
総合文化センターの大ホールは、３
階席まである大きなホールです。子ど
もたちはその舞台に立ち「くじらぐも」
の朗読劇に出演しました。緊張した収
録のあとは、自分たちの出演作品の上
演を見る誇らしげな顔もうかがえまし
た。見学するだけでなく出演する体験
に子どもたちは感動している様子がみ
えました。この体験を経た子どもたち
は観劇当日、プロの演技にどんな思い
を重ねて観たことでしょう。

雨天時も
規模縮小にて
決行!

９月８日（土）松阪地域参加：99 名
会場：三重県総合文化センター文化会館中ホール
今年の「子どものためのシェイクスピア」は上演日が土曜日という
ことで、これまでの平日の上演日と違い、親子で参加してもらいやす
いのではとお誘いをした結果、松阪からは大人 75 名・子ども 24 名・
合計 99 名の方に参加いただきました。その中でも親子で 15 組の方
の参加もあり、仕事で連れて行けないとあきらめていたご家庭も参加
していただけたのではと思います。観劇中、
「わかる？」とお孫さんに
何度も声をかけていたおばあちゃんがあり、
「わかった」か「わからな
かった」かはわかりませんが、
「おもしろい」とか「おそろしい」とか
様々なことを感じたのではないでしょうか。生の舞台を継続してみる
ことで感性が育まれていきます。来年の作品「ジュリアス・シーザー」
《2013 年 8 月 31 日（土）上演予定》にもたくさんの子どもの参加
を働きかけて行きたいと思います。
【ロビー企画】
松阪子どもＮＰＯセンターは、チャイルドラインＭＩＥのファンド
の取り組みも兼ね、去年も好評だった手作りゼリーやパンなどに加え、
ヘンリー六世の時代背景である薔薇戦争に因んだミニバラの花束や鉢
植え、ビーズ小物の販売をしました。事前の企画や準備は大変でした
が、当日は、小学 1 年生２人のおてつだいもあり、出品したものも完
売となりました。この収益金は全額をチャイルドラインへの寄付とさ
せていただきました。

おしらせ
2012 いっしょに遊
いっしょに遊ぼう子育
ぼう子育てフェスタ
子育てフェスタ in 松阪
日時：10 月 20 日（土）10：00～15：00
会場：中部台運動公園 MAP みえこどもの城
入場無料 （参加費が必要なコーナーがあります）

子育てを支援する団体が集い、子ども支援のネットワークづくりを
目的として開催します。子どもから大人まで一日楽しめます。
「子どもフリーマーケット」
どもフリーマーケット」
子ども会議をひらき自分たちで
ルールや運営について話し合い
作っていく、子どもフリーマー
ケットです。

「おはなしのにわ」
おはなしのにわ」
市内各団体が集まり企画・運営す
る絵本の読み聞かせや人形劇な
どおはなしいっぱいのコーナー
です。ログハウスでします。

主催 いっしょに遊ぼう子育てフェスタ in 松阪実行委員会
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

特定非営利活動法人

【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ＭＩＥ
チャイルドラインＭＩＥ
●１０月

子どもの心を受け止める
18 歳までの子ども専用電話

６日(土)第２回フリマ子ども会議

０１２０－
０１２０－９９－
９９－７７７７

＆保護者説明会

毎週 月曜日～土曜日
午後４：００～午後９：００

●１０月１０日(水)子どもの権利を考える市民委員会
●１０月１６日(火)いっしょに遊ぼう子育てフェスタ
in 松阪 コア会議
●１０月１８日(木)「子どもにやさしいまちづくりに
関する意識調査」実行委員会
●１０月２０日(土)いっしょに遊ぼう子育てフェスタ
in 松阪

今年も１１月３日（土）の氏郷まつりに出店する予定です。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 MIE へのカンパになります。ご家庭で日用品・雑貨など不要
な品がありましたら、10 月２２日から３１日までに松阪子どもＮ
ＰＯセンター事務所までお持ち下さい。ご協力よろしくお願いいた
します。
※食品、薬品、化粧品、古着は受付できません。

●１０月 日程未定 こども委員会

『くるくるレインボー作
くるくるレインボー作り』

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

『こおりのなみだ』
こおりのなみだ』
ジャッキー・モリス
小林晶子

さく

10 月２０日（土）２０１２ いっしょに遊ぼう子育てフェスタ in
松阪・１１月３日(祝)氏郷まつりで、チャイルドライン MIE の広報
活動とファンド活動のための販売をします。少しのお時間でもよろ
しいので、くるくるレインボーをいっしょに作ってください。
日時
１０月１６日(火) 13：00～16：00
場所
（特）松阪子ども NPO センター

訳

岩崎書店
主な対象

どなたにも

むかし、人間とどうぶつはともにくらし、
今のようなちがいはなかったのだという。あ

チャイルドラインの電話代は支援会費や寄附で支えられていま
す。子どもたちのためにフリーダイヤルの通話料を確保すること
は、さしせまった課題となっています。一人でも多くの方からご支
援をいただくことで、フリーダイヤルを継続していきたいと考えて
います。

る日、クマとして生まれたのち、ワタリガラ
スによって連れ去られ、ヒトの世界にやって
きた子どもがいた。いつくしみ育てられ７つ
になったとき、氷の上で迷子になってしまう。
そこへやってきたのは・・・。美しく迫力の
ある絵。いのちの智恵に圧倒されます。

【1,000 円でできること】
でできること】
子どもに電話番号
どもに電話番号を
できます。
電話番号を届けるカードが 500 枚できます。
ひとりの子
ひとりの
子
どもが通話料無料
どもが
通話料無料で
で
25
分間話ができます
分間話
ができます。
通話料無料
ができます。
•
チャイルドラインを知
チャイルドラインを
知
らせるポスターを
10
枚、掲示できます
掲示できます。
できます。
•
ぜひチャイルドライン MIE ネットワークの支援会員になってく
ださい。
支援会員（年会費）
・団体
１口 10,000 円
・個人
１口 1,000 円
3 口以上
•

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･
個人･団体の
団体の方を募集して
募集しています
しています
会員数 ：１２３名 うち支援会員
うち支援会員７
支援会員７９名（９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

・他一団体

・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

