ＮＯ.５４

201３年９月１日

特定非営利活動法人松阪子ども NPO センター
夏休みの間にすっかり日焼けした子どもたちの姿が、様々な夏の思い出を想像させてくれます。プール、お祭
り、花火…きっとかけがえのないものになったことでしょうね。秋の気配がもうそこまで来ています。季節の変
わり目、体調を崩さないように過ごしましょう。

活動の報告
放課後児童クラブへの男女共同参画啓発事業

〈松阪市からの委託事業〉

「松阪市の男女共同参画をすすめる条例」に基づき、５つの基本理念をふまえ、子どもたちが性別にかかわりなく個人として尊
重され、自分らしく伸びやかに生きることとはどういうことかを考える機会をつくることを目的に松阪市の６つの放課後児童ク
ラブで 8/19～8/28 講習を行いました。

男の子だから女の子だからということで、言われて嫌だったことなど
を出し合うワークショップでたくさんの意見がでました。
★女の子だから…女のくせに…
★男の子だから…男のくせに…
・ショートカットはへんだよ
・泣くなよ。みっともないなー
・ぎょうぎよくしなさい
・髪の毛をのばすんじゃない
・男の子の遊びにはいるな
・女のアニメ見てんのかよー
★お兄ちゃんだから…
★お姉ちゃんだから…
・妹のめんどうみなくてあそんでるんじゃない
・なにもかもゆずれ
・おとうととけんかしたらてかげんしな
・わがままゆうな
・がまんしな
★大人に言われて（されて）嫌だったこと
★大人に言われて（されて）思ったこと
・子どものくせになまいきなんだよ
・なんなんさお母さんもいっしょの事しとるやんか
・いちいち泣くな
・母よ、自分だってやってるじゃないか
・ちょうしにのるなよ、ボケ
・大人なのに子どものめんどう見なくて
・いーかげんにしやんと…（グーパンチがとぶよ）
遊んでんじゃない！（パチンコ・携帯）
各会場で出た子どもの声から、日頃の何気ない大人の言葉や行動は、子どもたちが自分らしく生きるチカラを奪うようなこと
が沢山ありました。
「嫌だ」
「やめて」という子どもの気持ちを大人は受け止める必要があります。そのためには大人自身もまた、
本音で人と向き合うことが大切です。これからも子どもが生の声を発信できる場を提供していくことの大切さと、男女共同参画
の啓発のターゲットを大人へと広げていくことの必要性を感じました。

おしらせ

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
時間
場所

松阪 de ぎゅ＝ッと！ハグくもう 家族の絆

平成２５年１０月５日（土）・６日（日）
１０時～１６時
三重県立みえこどもの城・県営松阪野球場
松阪市中部台運動公園 芝生広場･野外ステージ
入場無料！
シャトルバスも運行します！

両日とも
10：00〜15：00

おもちゃの病院
入院：こどもの城
大事にしていたこわれた
おもちゃ持ってきて！

かえっこバザール
使わなくなった
おもちゃ持ってきて！

子ども
フリーマーケット

野球教室（雨天中止）
10：00 スタート
13：00 スタート
15：00 スタート

他にも飲食コーナーや
楽しい体験、遊びが
いっぱい！！

・三重のゆるキャラ大集合
・お仕事体験：病院・スーパー・銀行・バーガー・お
もちゃの病院・食品分析・鍼灸師・印
刷業・茶房・花・建設業他
・ログハウスでは、乳幼児の子育て相談、授乳コーナ
ー、まつさかファミリーサポートセンターの会員登
録もできます。
特定非営利活動法人

出店者大募集！

（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)
三重県立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
＆保護者説明会議 9 月 23 日（月）
【フリマ当日】準備開始：午前 8 時 30 分
開店：午前 10 時 00 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。

【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！

０１２０－９９－７７７７
毎週 月曜日～土曜日
午後４：００～午後９：００

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！

●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

お母さんたちのおすすめカフェ！

０８００－２００－２５５５

その他子育て情報なんでも大募集中！

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
(特)松阪子どもＮＰＯセンターまでお知らせください

上映予告！！

今月のおすすめ図書

チャイルドラインチャリティー映画

映画「ｈaｐpｙ－しあわせを探すあなたへ」

多気町立勢和図書館司書 林 千智さん選

『本で調べて

ほうこくしよう』

５大陸１６か国を巡りながら様々な国の人々の暮ら
しを通して、
「本当の幸せとは？」を問いかけるドキュ
メンタリー映画です。
普段私たちが幸福と考えていることとの、ギヤップ
を様々な角度から見つめ直し、子どもにとって豊かな
社会とは何か、どうしたら私たちは、より幸せになれ
るのか？立ち止まり、考える機会にしたいと思います。
たくさんの方に見ていただけるよう、日程など詳細
が決まり次第お知らせいたします。

赤木 かん子 著
ポプラ社
主な対象

小学生～

先日、著者の赤木かん子さんによる研修が、松阪
で行われました。調べ学習や自由研究のときのテー
マの決め方、調べ方など、これがわかれば百人力！
というほど楽しかったです。ぜひ、子どもたちに伝

日頃よりチャイルドラインファンドにご協力いただ
きありがとうございます。おかげさまで夏のキャンペ
ーンの島原素麺他も残りわずかとなりました。
引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。

えたいですね。「知る・学ぶ」ことは楽しいことだ
と！！この本はそのエッセンスがぎっしり！

●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

８月末会員数 ：１２６名

賛助団体会員：年 1 口 10,000 円
※入会金：300 円
うち支援会員８３名

支援会員：年 1 口 3,000 円

賛助団体会員 24 団体（26 口）

【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
TEL･FAX

松阪市下村町１１１５

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

