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特定非営利活動法人松阪子ども NPO センター 

【上記のお問い合わせ・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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
第一部の基調公演では浜田進士さんがアンケートの分析結果から見えたことを話されました。『自分のことが好

きですか』の問いに、子どもは～ができる・できないで自分のことを好きか嫌いかを答えている。また『大人か
ら言われて嫌になる言葉は何ですか』の問いでは「アホ・バカ・死ね」という、人の尊厳を傷つける言葉を日常
的に言われている子どもが多く、生きづらい、自信のない子どもが多い。子どもは自分を支え寄り添い肯定して
くれる大人と出会ったとき「ありのままの自分でいい」「自分はここにいていい」と思える。子どもにはチカラが
あり、子どもはあてにされたり頼りにされる存在であると話されました。 

 
第二部のパネルディスカッションでは、大人からは、子どもの声を聞いた責任があり、その声を反映させてい

くことが大切。そして子どもの声を聞く場をつくることも必要という発言がありました。元子ども委員からは、
アンケート結果から子どもも大人もそれぞれ大切な意見を持っていると思ったが、大人と子どもの意見の差の大
きさを感じたことや、子ども委員会をしてきて、大人もわからないことがあったり迷ったりしていることがわか
ったという発言がありました。コーディネーターの市長からは、子どもの声を聞くことは大事であり、今年度は
子ども委員会を実施していくという発言がありました。意識調査への参画、シンポジウムへの参加、子ども委員
会の開催と、子ども参画の場が松阪市に広がっています。多くの子どもたちに参加して欲しいと思うのと同時に、
改めて大人の意識を「子どもが主体である」ということへ変えていく必要があると考えます。 

 
 

さあ、いよいよ夏本番です！ 蝉時雨に包まれて、子どもたちはどんな夏休みを過ごしているのでしょうか。

畑では夏野菜たちもニコニコと賑やかな顔を揃えています。大人も子どもも熱中症対策を充分にして、目い

っぱい夏を楽しみましょう！ 

 

 

ジュリアス・シーザー観劇バスツアー 
（特）松阪子ども NPO センターは、松阪の子どもたちにいろんな体験をする機会を考えています。今年の夏休

みは、演劇をいっしょに観に行くツアーを企画しました。子どもだけではなく、大人の方も参加出来ます。どう

ぞ夏休みの思い出の一つに参加してください。 
 

ツアーの日：2013 年 8 月 31 日（土） 

ツアー参加費（チケット代込） 

大人：会員外 8,500 円 会員 8,200 円 

子ども：5,500 円（18 歳以下）  

参加できる人：小学１年生以上 

募集人数：２７人（先着申し込み順） 

申し込み締切：定員になり次第締め切ります 

＊お申し込み、お問い合わせは、（特）松阪子ど 

も NPO センターまでご連絡ください 

 

 

おしらせ 
みんなで行こう！ 

とき：7 月 7日（日）午後 1時 30分～４時 会場：松阪市産業振興センター 主催：松阪市 

第一部：基調公演「子どもにやさしいまちづくりに関する意識調査から見えること」浜田進士（元関西学院大学教育学部准教授） 

第二部：パネルディスカッション コーディネーター：山中光茂（松阪市長） 

パネリスト：浜田進士・小林壽一（元松阪市教育長）・堤康雄（松阪市主任児童委員部会長） 

               大畑恵理・小森翼・河村有紀（元子ども委員会委員）・塩谷明美（松阪子ども NPOセンター理事長） 

 

 

活動の報告 

スケジュール 

13:00 松阪駅北口集合・出発 

14:00～15:00 県立美術館に寄ります 

（小・中学生無料、高校生以上有料） 

15:15 出発 

15:30 三重県総合文化センター到着 

（ロビーでお楽しみ企画） 

17:00 ジュリアス・シーザー鑑賞 

19:30 集合 出発 

19:40 三重県総合文化センター出発 

20:30 松阪駅北口到着予定 

 

恒例ロビーのお楽しみ！！ 

（特）松阪子どもＮＰＯセンターの当日ロビー企
画はオセロゲームをします。 
他にも、お買い物やスタンプラリー、ストロート

ンボ、エコバッグつくり体験などもできます。楽し
い企画が盛りだくさん！ぜひ、お寄りください。 

 

三重県立美術館企画展
ANIMALS 2013 in 三重 

動物をモチーフとした木彫の「アニ

マルズ」シリーズを発表し、高く評

価されている彫刻家・三沢厚彦がつ

くる動物彫刻を紹介する、子どもと

大人が一緒に楽しめる展覧会です。 

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～16 時 
対象：小学生 参加費：３００円 
場所：三重県総合文化センター 大ホール 

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 

申し込みは 
お早めに！ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【賛助団体会員】 ・学習塾 双葉 ・東海印刷株式会社 ・松阪市健康体操連絡協議会 

・井口小児科 ・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 （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 

 

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 

『じっちょりん の なつのいちにち』 

 

かとう あじゅ 

文溪堂 

主な対象 どなたにも 

 

 

なんとも愛すべきじっちょりんたちの第３弾！

さて、暑い夏、この方たちはいったいどんなふうに

すごしているのでしょうか？丁寧に描きこまれた

絵は、植物が、手ざわりまで思い起こしてくれるよ

うな美しさ、そしてそこに登場する人やじっちょり

んは、ほのぼの感満載！ストーリーも見事なので

す！さがし絵のおたのしみもあるので、ご家族みな

さんでどうぞ！ 

●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 

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 

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） 

  
           

 ●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 支援会員：年 1口 3,000円  

※入会金：300円 

 

７月末会員数 ：１２5 名 うち支援会員８3 名 賛助団体会員 24 団体（26 口） 

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！ 

その他子育て情報なんでも大募集中！ 

お待ちしています 

(特)松阪子どもＮＰＯセンターまでお知らせください 

みえ次世代育成応援ネットワーク 

第８回 子育て応援！わくわくフェスタ 
   日程 平成２５年１０月５日（土）６日（日） 
   時間 １０時～１６時 

場所 みえこどもの城・県営野球場 
中部台運動公園芝生広場 

    

（特）松阪子どもNPOセンターは 
子どもフリーマーケットをします 
10 月５日(土)・６日(日) 
MAP みえこどもの城前円形芝生広場(雨天中止) 

 
どんなフリーマーケットにするかは、集まった子どもたちの

【フリマ子ども会議】で決めます。あなたもフリーマーケット   

にチャレンジしてみませんか。 

●受け付け開始  ９月１０日 午後 5 時より 

●各日 20 ブース 計 40 ブース 

●出 店 料   1 ブース 500 円（２㍍×２㍍） 

① 小学１年生～６年生で２回の子ども会議に出席できる人 

② 保護者が保護者説明会に出席できる人 

第 1 回フリマ子ども会議  9 月 16 日（月） 

第 2 回フリマ子ども会議    9 月 23 日（月） 

＆保護者説明会議 

【フリマ当日】準備開始：午前 8 時 30 分 

開店：午前 10 時 30 分 

         閉店：午後 3 時→あとかたづけ 
※申し込みは、本人でも保護者の方でも OK。電話か、松阪子
どもＮＰＯセンター事務所まで来てください。 

 
 

出展者 
大募集！ 

                                 
専門家による 

子育て相談もします 

 


