
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

チャイルドラインチャリティー映画 

「ｈaｐpｙ－しあわせを探すあなたへ」 
 
●日程：2014 年 2 月 9 日(日) 
●場所：農業屋コミュニティ文化センター 
●上映時間 
午前の部：10 時 30 分～ 午後の部：13 時 30 分～    
夜の部：18 時 30 分～ 
●参加費：大人 1,000 円 

子ども（小学 1 年生～18 歳）700 円 
※未就学児は入場できません 

●託児：午前の部・午後の部  各 10 名（先着順・要予約） 

    託児料 1 人 500 円 
あなたにとって「幸せ」とは？子どもにとって「幸せ」
とは？一緒に考えてみませんか。 
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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 

 

 

 
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２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！」の声に対応して子育て支援をおこなっていま
す。講座を受講して、あなたも援助会員として活動し
てみませんか。講座内容は小児看護や子どもの発育と
病気、子どものあそびほか子育てに関する知識を深め
ていただける内容になっています。 
 
●日程及び会場 

11 月 21 日（木）28 日（木）  嬉野ふるさと会館 

11 月 24 日（日）12 月 1 日（日）花岡地区市民センター 

●対象：松阪市内及び近隣市町に在住する 20 歳以上の方 

    受講後、援助会員として登録していただける方 

●募集人数：30 名（先着順） 

●受講料：無料（但しテキスト代 2,000 円が必要） 

●託児料：1 日 1 人 500 円 

（必要な方は 11/14（木）までにご予約ください） 

詳しくは、まつさかファミリーサポートセンターまで 

お問い合わせ下さい。 TEL:０５９８－６０－１８２０ 

日に日に寒さが増してきました。外に出るのを渋る大人のことなんてお構いなしに、子どもたちは外に

引っ張り出してくれます。落ち葉を拾って集めたり、この季節ならではの遊びは色々あります。一緒に遊

んでいるとつい夢中になって、寒さも忘れてしまいますね。 

 

 
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  松阪 deぎゅーッと！ハグくもう 家族の絆 

１０月５日（土）６日（日）来場者数：16,000名  
●子どもフリーマーケット（みえこどもの城前庭）5 日（土）出店参加者：19 ブース 37名（雨天中止） 

６日（日）出店参加者：16 ブース 41名 

おしらせ 

活動の報告 

 
氏郷まつりにてバザー開催 

11 月 3 日（日・祝）9 時～16 時 
当センターの活動報告や今後の取り組みなどを広く

松阪市民の皆さんに知っていただく機会として参加し
ています。皆さんから寄付して頂いた不用品のバザーも
行います。ぜひお出かけください。 

この子どもフリーマーケットは、子どもが主体で運営するお店です。参加する子ど
もたち自身がどんなフリーマーケットにしたいか、ブースの場所決めはどうするかな
どを 2 回の子ども会議で話し合い準備をしてきました。５日は雨天が予想され、中止
となり残念でしたが、6 日は開くことができました。 
開店間際の不安そうな子どもたちも、時間の経過とともに呼び込みの声が飛び交っ

たり、隣のお店の子と仲良くなったりと表情も変わっていきました。お客さんとの値
段の駆け引きや、商品の配置の工夫、売れ残りそうな商品を福袋にして売るなど、閉
店時間まで粘り強くお店を切り盛りしていました。静かな雰囲気のお店や大人顔負け
の接客をするお店でコミュニケーションをとり楽しむお客さんで一日中賑わいまし
た。閉店後に一緒に出店した友達と売上金の清算をする姿は真剣そのものでした。 
準備から片付けまでに、ドキドキしたりくやしい思いをしたりと、うれしかったこ

とや困ったこともあったと思います。見ている大人は子どもが失敗したらかわいそう
だとつい手や口を出したくなりますが成長する機会ととらえ、思い通りにいかなかっ
たことも含めこの体験が子どもの生きていく力になっていきます。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【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 

『びっくり まつぼっくり』 

 

多田多恵子 ぶん 

堀川理万子 え 

福音館書店 

主な対象 幼児～一般 

 

“びっくり まつ ぼっくり”と“しょんぼり ま

つ ぼっくり”。いったいどんなのかわかります

か？この本を読むとその答えがわかります。そし

てもっと不思議な「手品」までできるようになっ

ちゃうのですよ！「え－っ？なんで？」と思った

らぜひ読んでみて。そして「手品」でみんなをび

っくりさせちゃおう！  

●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 

 

10 月末会員数 ：１２６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 

 

 

●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。 

 

★長崎 島原手延べそうめん・うどん 

・手延べそうめん 50ｇ×36 束…2,850 円 

・全粒粉入り手延べそうめん 50ｇ×20 束…2,300 円 

・丸うどん 130ｇ×6 束・平うどん130ｇ×6束…2,850円 

 

★毎年好評！サロンドロワイヤルのチョコレート 

・新製品の黒胡麻アーモンドチョコレート 200ｇ…550 円 

・人気の定番チョコレートから新製品まで幅広い詰め合わせ

「楽しみま専科」200ｇ…500 円 

・人気Ｎｏ１のキャンディコートピーカンナッツチョコレー

ト 140ｇ…550 円  

・・・・・・ほかチョコレート各種 

 

チャイルドラインを 
支えて下さい 

☆ファンドにご協力を！ 

暖かい麺も
おすすめ！ 
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