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特定非営利活動法人松阪子ども NPO センター

早くも梅雨入りしましたね。雨が続くとたまの晴れ間が嬉しいものですが、子どもはおかまいなしです。
お気に入りの長靴を得意げにはいて水溜りにジャンプ！カラフルなレインコート、庭の紫陽花。雨のおか
げでますます色鮮やかに見えます。体に気を付けて、梅雨を過ごしましょう。

活動の報告
５月１１日(土)～５月２６日(日) 会場：アスト津３階イベント情報コーナー
松阪地域参加者：新規１１名・スキルアップ３３名
計 44 名

5 月 11 日、チャイルドライン受け手養成のための講習会の最初は『チャイルドラインとは』
でした。チャイルドラインの特性は、子どもからの声を電話で聴き子どもの心を受けとめるこ
と、子どもの気持ちを聴くことで子どもがエンパワメントし子どもが自分で考え決めることを
支援することです。大人は子どもからの電話を受けると、すぐに解決に向かい教えたくなりま
す。かけ手の子どもに主導権があるということを、頭ではわかっているつもりでも実際は難し
いです。自分の価値観にとらわれずに、仲間と一緒に電話を受けるということで乗り越えられ
るのではないでしょうか。子ども支援に関わるすべての人に聞いてもらいたいと思いました。
(特)松阪子どもＮＰＯセンター

おしらせ
松阪市委託事業

まつさかファミリーサポートセンター
《平成 2５年度・第 1 回援助会員養成講座》
まつさかファミリーサポートセンターでは、人と人とのつ
ながりを大切にし、子育て家族の「ちょっとお願い！」の声
に対応し、地域での子育て支援を行っています。
「子育て支援
をしたい！」
「子どもが好き！」という方はぜひ受講してくだ
さい。子育てに関する知識を深めていただける講座内容とな
っていますので、ご自身の子育てやお孫さんを預かる時にも
役立てていただけます。ご夫婦での参加や、子育て中の方も
お待ちしています。
会 場：中川コミュニティセンター 6/26・6/30・7/4
嬉野ふるさと会館
7/６
対 象：松阪市内及び近隣市町に在住する２０歳以上の方
受講料：無料（テキスト代 2,000 円）
託児料：１日１人 500 円
（おやつ代込み・６/１８(火)までにご予約ください）
講座内容
講座内容
6
6月
月 26
26 日（水）
日（水）
・オリエンテーション
・オリエンテーション
・保育サポータの役割と心得
・保育サポータの役割と心得
・子どもの心に寄り添う
・子どもの心に寄り添う
・子どもの事故と安全
・子どもの事故と安全 幼児救急法
幼児救急法
6
6月
月 30
30 日（日）
日（日）
・小児看護
・小児看護
・保育の心･子どもの遊び
・保育の心･子どもの遊び
７月
７月 4
4 日（木）
日（木）
・子どもの心の発達
・子どもの心の発達
・事業を円滑にすすめるために
・事業を円滑にすすめるために
・子どもの発達と病気
・子どもの発達と病気
7
7月
月 6
6 日（土）
日（土）
・子どもの栄養と食生活
・子どもの栄養と食生活
・乳児の暮らしとケア
・乳児の暮らしとケア
・グループワーク
・グループワーク
▼お問い合わせ・お申し込み▼
まつさかファミリーサポートセンター
ＴＥＬ・ＦＡＸ 0598－60－1820
月～金 8：30～19：00（土・日・祝日休み）

特定非営利活動法人

通常総会開催

2013 年６月９日 10 時より、(特)松阪子どもＮＰＯ
センター事務所にて、2013 年度・通常総会を開催いた
します。
子どものためのシェイクスピア

ジュリアス

シーザー

ローマ市民が愛した英雄ジュリアス
シーザーが殺された。シーザーを愛し
ながらも彼の暗殺を決定したブルータス。シーザーの暗
殺は是か非か？民衆は彼を支持するのか？ブルータス
への審判がいま下される。
・・遊び心が随所にちりばめられた演出も楽しみ・・

日時：2013 年 8 月 31 日（土）
17 時開演
会場：三重県総合文化センター 中ホール
チケット料金：指定席 会員 大人 5,500 円
子ども（18 歳以下）2,500 円
指定席 一般 大人 5,800 円
子ども（18 歳以下）2,800 円
自由席会員 2,500 円 自由席一般 2,800 円
★予約受付順に席を選んでいただけます
～ジュリアスシーザー予約者だけのお楽しみ～
舞台の裏側を体験できる「劇場体験ワクワクツアー」
日時：８月２７日（火）１４時３０分～
対象：小学生 ※有料

5/26 日より
一般受付中！

詳しくは（特）松阪子どもＮＰＯセンターまでお問い合わせください

【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
子どもの心を受け止める
18 歳までの子ども専用電話

ここは子どもたちが遊べて喜ぶよ！
あそこは居心地いいよ！
これを持っていくととっても便利！
お母さんたちのおすすめカフェ！

０１２０－９９－７７７７
毎週 月曜日～土曜日
午後４：００～午後９：００

●こどもほっとダイヤル
子どもだけが相談できる
17 歳までの子どものための相談電話

その他子育て情報なんでも大募集中！

０８００－２００－２５５５
毎日 午後 1：00～午後 9：00
（１２月２９日～１月３日はお休み）

お待ちしています
松阪子どもＮＰＯセンターまでお知らせください

チャイルドラインを
支えてください
☆ファンドにご協力を！

今月のおすすめ図書
多気町立勢和図書館司書 林 千智さん選

『ボタン』
森絵都 作
スギヤマカナヨ
偕成社
主な対象

●2013 年松阪地域チャイルドラインファンド●
チャイルドライン MIE ネットワーク松阪地域では募
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。
★チャイルドライン MIE 支援会員募集！

絵

幼児～一般

年間 3000 円（1 ヶ月２５０円）の支援会費で
5 人の子どもが 15 分間フリーダイヤル（通話
料無料）で話ができます

クローゼットのおくにある私の大好きな“はこ”。
クッキーの空缶らしき赤い缶にはなんとボタンが
ぎっしり。洋服づくりがすきだったママが、ずっと

○支援会員
団体：年 1 口 10,000 円
個人：年 1 口 1,000 円（3 口以上のご協力を！）

とっておいてくれたボタン。古い洋服を手ばなすと
きもボタンだけは、残してくれたんだって。どんな
のがあるかって？それは読んでのおたのしみ。すて

○長崎 島原手延べそうめん・うどん各種セット
2,300 円～3,550 円
☆彡暑い夏におすすめ

きよー！あなたはどれがいいかしら？

●この会に賛同し、会を支えてくださる個人･団体の方を募集しています●
個人正会員・参加会員：年 8,400 円

賛助団体会員：年 1 口 10,000 円
※入会金：300 円

5 月末会員数 ：１２２名
【賛助団体会員】

・学習塾

・井口小児科

うち支援会員８０名

双葉

支援会員：年 1 口 3,000 円

賛助団体会員 24 団体（26 口）

・東海印刷株式会社

・松阪市健康体操連絡協議会

・医療法人 河合産婦人科

・東海シール株式会社

・医療法人 南産婦人科

・医療法人 イワサ小児科

・医療法人 桜木記念病院

・はせがわこどもクリニック

・医療法人社団 鷲尾小児科

・うれしの 太田クリニック

・ささおこどもクリニック

・株式会社 林技建工業（3 口）

・他一団体

・おおたクリニック

・上瀬クリニック

・健康体操 ひまわり会

・大久保クリニック

・医療法人 たるみ内科胃腸科

・株式会社 富士土地

・岡田パッケージ株式会社

・医療法人 地主矯正歯科クリニック

・株式会社 フレンズ
ミスタードーナツ・松燈庵

（５０音順）

特定非営利活動法人 松阪子どもＮＰＯセンター
〒515-0043 松阪市下村町１１１５
TEL･FAX

０５９８－２０－１５１１

（開所日･時間

ホームページ

月～金１０：００～１７：００）

http://www.mknpo.jp/

ｅメール

info@mknpo.jp

