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特定非営利活動法人松阪子ども NPO センター

あちらこちらでイルミネーションが輝いています。同時に子どもたちの目もキラキラ。冬休みにクリス
マス、そしてお正月が待っています。何かと忙しい時期でもありますが、今年最後まで、風邪などに気を
付け新しい年を迎えましょう。

活動の報告
氏郷まつりチャリティーバザー
１１月３日（祝・日）
今年も氏郷まつりに、（特）松阪子どもＮＰＯセ
ンターの活動を広く松阪市民の皆さんに知ってい
ただこうと出店参加しました。
まつりは多くの人出でにぎわい、当センターの活
動などの周知の機会になったと思います。不用品バ
ザーやくるくるレインボー、チョコレートの販売で
は大人の方はもちろん、小学生や中高生の子どもた
ち、また日ごろお世話になっている方や懐かしい
方々にもご協力いただき、盛況に終えることができ
ました。この収益は当センターへの財政カンパとチ
ャイルドラインＭＩＥへの寄付とさせていただき
ます。ご協力ありがとう
ございました。

子どもの権利を考える市民委員会
この会は以前から松阪地域の会として活動していまし
た。
2010 年より子どもの権利を考える市民委員会として、
松阪市社会福祉協議会、松阪子ども NPO センターや、行
政、教育の場などで子どもに関わる様々な人たちが集まり、
月に一度それぞれの立場から子どもの権利について話し合
い学び合う場となっています。
これからもこの会の活動をとおして子どもの声を社会に
発信し、子どもの権利条例づくりをめざし、子ども支援の
ネットワークを広げていきたいと思います。
◎これまでの主な活動
・2010 年度 「あなたがうまれるまで」子育て話・和・輪事業実施
・2011 年度 映画「葦牙」上映
「子どもの権利条例づくりをめざして」講演会開催
・2012 年度 「子どもにやさしいまちづくりに関する意識調査」アンケ

バザー収益

ート作成・実施・分析 、映画「隣る人」上映
・2013 年度 子どもシンポジウム開催

69,125 円

映画「happy-幸せを探すあなたへ」上映予定

松阪子ども NPO センター
15 周年へ向けてのパーティ♥

おしらせ
2014 年

2014 年 7 月松阪子ども NPO センターは NPO 法
人として出発してから 15 年目を迎えます。子どもが
心豊かに育つ地域づくりを目指し、様々な体験事業や
ファミリーサポートセンター事業、チャイルドライン
事業など実施していく中、たくさんの方々に支えられ
てきました。この機会に当センターのめざすものやこ
れからを語り合いたいと思います。
日時：2014 年 1 月 11 日（土）13 時～16 時
会場：松阪公民館１階
対象：チャイルドラインボランティア、ファミリーサ
ポート援助会員、学びサポーターほかボランテ
ィアとして関わった方達
参加費：大人 500 円 子ども 200 円
（軽食、飲み物などご用意しています）
◇お問い合わせ・お申し込みは当センターまで
特定非営利活動法人

参加者募集中！

ゆきあそびツアー

ご家族や友だちと雪の中で、おもいっきり遊んでみま
せんか？お誘い合わせの上、ぜひご参加ください
日時：2014 年２月 1 日（土）
午前 6 時 30 分～午後 8 時頃
行き先：奥伊吹スキー場（滋賀県）
対象・定員：幼児小学生親子 35 名
（定員になり次第締め切ります）
参加費：小学生以上 8500 円
3 歳以上未就学児 4250 円
2 歳以下 300 円
集合場所：時間：松阪市中心部の予定 午前 6 時 30 分
申し込み：先着順に受付します 受付締切 1 月 23 日
（木）
※集合場所など詳細はお申し込みされた方に後日お知ら
せします

【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

今月のおすすめ図書
●チャイルドラインＭＩＥ

多気町立勢和図書館司書 林 千智さん選

子どもの心を受け止める
18 歳までの子ども専用電話

『紙コップのオリオン』

０１２０－９９－７７７７

市川 朔久子 著
講談社
主な対象 高学年以上～

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

美しい装丁にまずうっとり。そして読んだら
またステキ！２度おいしいオススメ本です。
中 2 の論里（ろんり）は学校の 20 周年記念行
事の委員になってしまった。「そんなのやって
られない」とふてくされつつ口からポンと出た
思いつきが、なんとみんなに大歓迎されてしま
い・・・。悪戦苦闘の中学生たち。ラストのハ
イタッチまで一気読みです。この時期にぴった
りなのですよ！

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）

チャイルドラインを
支えて下さい
☆ファンドにご協力を！
●2013 年松阪地域チャイルドラインファンド●

参加申し込み
受付中！
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
午前の部:10 時 30 分～ 午後の部:13 時 30 分～
（上記託児有 事前申し込み１名５００円）
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

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・ちゃんぽん・皿うどん
・ちゃんぽん＆皿うどん各４食…2,２00 円
・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

暖かい麺も
おすすめです！

氏郷まつりで聞きました！！ （11/3）

≪わたしのしあわせは・・・≫
・家族みんなそろう時
・ゲームをしているとき
・好きな事をできる時
・ともだちと遊んでいる時
・ねる時
・わらうとき
・おどっている時
・おいしいものを食べる時
・なかまにいれてくれてありがとう
・みんなといっしょにいる時
・ひなたぼっこをしている時

年末年始のお使い物にも
おすすめです♡♡♡

★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

たくさんの方からお声をいただきありがとうございました。

●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

1１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 2５団体（2９口）

【賛助団体会員】

・学習塾 双葉

・東海印刷株式会社

・株式会社 フレンズ
ミスタードーナツ・松燈庵

・井口小児科

・医療法人 河合産婦人科

・東海シール株式会社

・松阪市健康体操連絡協議会

・医療法人 イワサ小児科

・医療法人 桜木記念病院

・ナガフジ産業有限会社（3 口）

・医療法人 南産婦人科

・うれしの 太田クリニック

・ささおこどもクリニック

・はせがわこどもクリニック

・医療法人社団 鷲尾小児科

・おおたクリニック

・上瀬クリニック

・株式会社 林技建工業（3 口）

・他一団体

・大久保クリニック

・医療法人 たるみ内科胃腸科

・健康体操 ひまわり会

・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 富士土地

（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

