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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 

 

新年あけましておめでとうございます。 

 みなさんはどんなお正月を過ごされているでしょうか。体に気を付けて、楽しい時間を過ごして下さいね。

それぞれの happyを見つけられる 1年になりますように・・・。本年もよろしくお願いいたします。 

 

      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》 

●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 
●参加者数：60 名（4 日間の延べ人数） 

援助会員として活動するために、小児看護や子どもの遊びほか子育てに関する知識を深める内容で講習会を行いまし

た。今回の講習では初めて松阪市こども未来課より、ファミリーサポート事業が松阪市の子育て支援の一つであるこ

とや松阪市の子育て支援の現状についても話していただきました。参加者は、シニア世代ご夫婦やご自分の子育てに

も役立てたいと子育て中のお母さんなど幅広い世代の方の参加がありました。 
 

 

 

 

 

活動の報告 

★里親についての説明会を開催 
何らかの事情により家庭での養育が困難となった子どもを、自分の家庭に迎え入れ養育する里親制度があります。

特定の大人と愛着関係を築いていくことは、子どもの育ちにとって大変重要なことです。里親は社会的養護として必

要とされながら、まだまだ普及していない現状です。里親制度を広く知っていただくために説明会を開催します。た

くさんの方々の参加をお待ちしています。 
●日時：2014 年 3 月 8 日（土）11 時～12 時 ●会場：松阪市市民活動センター 大会議室 

 
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 ＊当日 200 円増 
※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 

 

 

 

「ｈaｐpｙ－しあわせを探すあなたへ」実行委員会 

この映画をより多くの人に見てもらい地域に広げようと、実行委員会を発足して今までに４回会議を開催しま

した。 

実行委員は、幸せを探すというテーマに魅かれた。そろそろ何かしようと思っていた。チャイルドライン活動

をサポートしたいし昨年の映画「隣る人」もよかったので期待して。皆でひとつのことをやり遂げることがプラ

スになる。と関心を持たれた方が集まっています。 

現在、自治会に声をかけチラシ・ポスターを掲示板に貼ったり回覧してもらったり、公民館・保育園や子どもの

塾に掲示してもらう、フェイスブックに載せる、趣味のサークルに声をかけるなど自分の周りに広げる活動をし

ています。 

それぞれの幸せ感について話し合いながら、みんなにとって、子どもにとって幸せと感じる社会を考える機会

となるように、多くの人に観ていただこうと動いています。 

 

おしらせ 

午後の部の映画を観た後、それぞれが 
感じた幸せについて語る 

『しあわせトーク』を開催します 
（15 時～16 時 30 分） 

参加申し込み 
受け付け中！ 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【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） 
・スカイプラザ有限会社 
ＥＣＯ＆ＫＩＤＳ  ＡＫＩＲＡ 松阪マーム店 

・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 ・他一団体 

・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  

●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） 

  
           

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 

 

2014年 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 
 

 

●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。 

 

★毎年好評！サロンドロワイヤルのチョコレート 

 バレンタインチョコレートの予約受付を開始していま

す。カタログは事務所までお問い合わせ下さい。 

 なおお申し込みは１月１７日（金）までに当センター

事務所までお願いします。 

 

 

『ゆったり、 わくわく  
子どもと楽しむ １２カ月』 

 

きくちいま 著 

阪急コミュニケーションズ 

主な対象 一般  

 

新しい年。さぁ、今年１年どんなふうに過ご

しましょうか。「いやぁ、きっと日々に追われて

あっという間よ」という声が聞こえてきそうで

すが、ちょっと待って！せっかく子どもと共に

過ごす至福の時代、楽しいこと、ほーら、やっ

てみましょうよ！この本にはステキな提案がい

っぱい！「ふむふむ お役立ち」と感激の１２か

月分。イラストも愉しくて、やってみたくなる

ハートに火が付きます！  

チャイルドラインを 
支えて下さい 

☆ファンドにご協力を！ 

 

 ●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 

 

1２月末会員数 ：１２８名 うち支援会員８５名 賛助団体会員 2６団体（３０口） 

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 

年末年始のお休み １２月２８日（土）～１月５日（日） 

 

♥松阪子どもNPOセンター15周年へ向けてのパーティ♥ 

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

たち 

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 

 

 

定員まで 

残りわずかです 

お申し込みは 

お早めに！ 

参加お待ち 

しています！ 
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