
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どものためのシェイクスピア 
 
日時：7 月 27 日（日） 開演 17:00（開場 16:30） 

終演 19:15 予定 
場所：三重県総合文化センター 中ホール 
主催：（特）三重県子ども NPO サポートセンター 
参加費：１階指定席 

大人         【一般】5,800 円 
子ども（18 歳以下）【一般】2,800 円 

２階自由席 
大人・子ども同額  【一般】2,800 円 

対象：小学生以上 ◎未就学児は参加できません 
※未就学児の託児あります 
要予約 先着順 １人 1,000 円 

 

201４年７月１日 

  ＮＯ.６４  

 

 特定非営利活動法人松阪子ども NPO センター 

 

祭囃子の練習をする音が聞こえてきて、夏の訪れを感じさせてくれます。日に日に暑さも増してきて、学校

のプールから聞こえる子どもたちの声がとっても気持ちよさそう！体調管理をしっかりして、夏の暑さに負け

ないようにしましょう！ 

おしらせ 
  ２０１４年度通常総会が６月６日（金）(特)松阪子どもＮＰＯセンター事務所に
おいて開催され、無事終了しました。 

劇場体験わくわくツアー 
 
｢子どものためのシェイクスピア｣事前企画。三

重県総合文化センター中ホールを、客席から、舞
台から、裏方の現場から、いろいろなシーンを体
験できます。 

 
日時:２０１４年７月２３日(水)13:00～17:00 
場所：三重県総合文化センター 中ホール 
対象：７／27 のハムレットを観劇する小学生 
募集人数：５名 先着順 
参加費：1,500 円(電車交通費を含む) 
 

中庭で 世界の遊び 

【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 

遊び体験 

万華鏡づくり 
缶積み・千本引き 

 

～子ども支援者養成講座～ 

 子どもの心を受け止める子ども専用電話 

 チャイルドライン MIE「受け手養成のための講習会」 

６月 1 日（日）～21 日（土）この期間中の土日 6 日間 10 講座 
場所：三重県津庁舎 6 階 主催：チャイルドライン MIE ネットワーク 
松阪地域参加者：新規５名  チャイルドラインボランティアスキルアップ 13 名  

まつさかファミリーサポートセンター援助会員スキルアップ 15 名 その他スキルアップ 4 名 
 
この講座は子ども支援にかかわるすべての方に聞いてほしい内容で、受け手養成の為だけの位置づけをあ

らため、広く参加を呼びかけ、その結果どの講座も三重県全体では100名を超える参加者がありました。特
に「子どもにはチカラがある」～子どものエンパワーメントを支えるおとなの役割～の講座では、子どもに
は生きるチカラがある、そして子どもが権利主体であるという子ども観をもとにしたお話でした。エンパワ
ーメントとは、子どもが自らの権利に気づき、ありのままの自分でいいという気持ちを積み重ねていくプロ
セスで、大人の役割は子どもが存在しているだけで力があることを信じて待ち支援する事など、大人にも子
どもにも聞いて欲しい内容でした。講習会で共有した子ども観を持って子どもと一緒に育ち合える子ども支
援者を地域に増やしていきたいと思います。 
 

 

活動の報告 

＊他にも楽しい企画があるよ。 

 

カレーもあるよ(予約制) 

物品

販売 

｢MieMu｣見学&｢ハムレット｣観劇バスツアー 
 
｢子どものためのシェイクスピア｣当日企画のバスツアー。
この春オープンした「三重県総合博物館（MieMu：みえむ）」
を見学して三重県を丸ごと知っちゃおう！そして「ハムレ
ット」を観劇しよう！！ 
 
日時：2014 年 7 月 27 日(日) 1３:00～21:00 
対象：小学生以上  募集人数：20 名 先着順 
参加費：大人 8,800 円 子ども 5,800 円 

＊ハムレットチケット代含む  
18 歳以下子ども料金 

MieMu の入場料は各自ご負担願います。 
（一般 510 円・子ども無料） 

 

食 

＊参加者には後日詳細をお知らせします 

 

参加者大募集中! 

http://item.rakuten.co.jp/yuzawaya/381-15-004/
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvW38zXqFTZAEAqhiU3uV7/SIG=12tm96e6p/EXP=1403170739/**http:/www.sempuku.co.jp/tanoshi/karenda/2004/day_5/images/20040518_1.gif
http://www.illust-box.jp/sozai/19718/


 
 
 

【賛助団体会員】 ・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 

・医療法人 イワサ小児科 ・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 

・うれしの 太田クリニック ・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 

・おおたクリニック ・医療法人 たるみ内科胃腸科 ・健康体操 ひまわり会 ・鎮守の森を夢見る会・その二 

・大久保クリニック ・医療法人 地主矯正歯科クリニック ・株式会社 富士土地 ・他一団体 

・岡田パッケージ株式会社 ・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 

 

・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  

●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） 

  
           

 
チャイルドライン MIE では、実施に関わる団体がフ

ァンドの目標を立て、運営資金を出し合って成り立っ
ています。松阪地域では今年もそうめんやうどんなど
の販売に取り組み寄付していただいています。 
 
長崎 島原手延そうめん（箱入り）販売価格 (標準価格) 

「夏ごころ」50ｇ×36 束 ２９００円(４３２０円) 

「細糸の舞」50ｇ×40 束 ３６４０円(５４００円) 

「島原小町」全粒粉入り 

50ｇ×20 束 ２４００円(３５６４円) 

 長崎 島原手延うどん（箱入り） 

「島原のれん」丸うどん・平うどん各 130ｇ×6 束 

              ２９３０円(４３２０円) 

「麺のしらべ」丸うどん・平うどん各 130ｇ×3 束 

  そば 130ｇ×6 束セット ３０５０円(４８６０円) 

「すらいすエリちゃん」乾燥エリンギ５０ｇ ５００円 

           

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 

 

 

 
 
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、地域での子育て支援を行なってい
ます。「子育てを応援したい」｢子どもが好き｣という方は
ぜひ受講し、援助会員に登録してください。子育てに関
する知識を深めていただける講座内容になっていますの
で、ご自身の子育てやお孫さんを預かる時にも役立てて
いただけます。ご夫婦での参加や、子育て中の方もお待
ちしています。 
○会場；中川新町地域交流センター (松阪市嬉野中川新町 3 丁目９５) 

○対象：松阪市内及び近隣市町に在住する 20 歳以上の方 

○募集人数：30 名（先着順） 

○受講料：無料（但しテキスト代２,２00 円が必要） 

○託児：必要な方は７/２３（水）までにご予約ください 

おやつ代 1 日 1 人２00 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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) 

 

 
『わたしは樹だ』 
 
松田素子     文 

ｎａｋａｂａｎ 絵 

アノニマ スタジオ 

主な対象 高学年～一般 
 

名編集者、松田素子さんの文によりはじめて出

版された｢ホリスティック絵本｣。｢ホリスティッ

ク｣とは、あらゆるものがつながりあい、支え合

いながら今ここにある、ということ。屋久島の地

に生き続ける“樹”が主人公です。屋久杉がどう

やって生まれ、どうやって生きぬいてきたか、そ

の樹自身が語る生き様に、まるで心をわしづかみ

されたようになってしまいます。言葉がすばらし

い！「生きる」意味をすべての方に！ 

 

 ●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 

６月末会員数 ：１１６名 うち支援会員８１名 賛助団体会員 2５団体（２９口） 

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 

 
７月３１日（木）・保育サポータの役割と心得 

・保育の心 
・子どもの遊び 
・松阪市の子育て支援サービスの現状 

８月  3 日（日）・小児看護 
・子どもの事故と安全 幼児救急法 

８月  ７日（木）・子どもの心の発達 障害について 
・事業を円滑にすすめるために 
・子どもの発達と病気 

８月１０日（日）・子どもの栄養と食生活 
・乳児の暮らしとケア 
・グループワーク 

 

松阪地域 2014 年度 
チャイルドラインファンド活動にご協力を！ 

♥♥お中元や夏の手みやげにおすすめです♥♥ 

mailto:info@mknpo.jp

