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特定非営利活動法人松阪子ども NPO センター

太陽が白く輝き、暑い夏がやってきました。夏休み真っ只中の子どもたちは、どのように過ごしているの
でしょうか。生活リズムを崩さないようにしながら、普段はできないことにどんどん挑戦して、素敵な夏に
してください！
『劇場体験わくわくツアー』

【児童養護施設入所児童への学習支援】
学びサポーター募集中！
三重県に子ども条例が設立されたのを機に三重県
から(特)三重県子どもＮＰＯサポートセンターが受
託した事業で県内１２施設で実施されています。松
阪地域、名張地域は(特)松阪子どもＮＰＯセンターが
担当しています。児童養護施設の小学生の子どもた
ちへ学習支援を実施しています。信頼関係を築き気
持ちに寄り添い受けとめる方を広く募集します。
８月９日（水）研修＆オリエンテーション
１３：３０～１６：３０
アスト津 ミーティングルーム Ａ
１８日（金）面接
午後～夜
（特）三重県子ども NPO サポート
センター 事務所
（津市大里窪田町 2709-１ＪＲ一身田駅前）

※お申し込みは(特)松阪子どもＮＰＯセンターへ

会場：三重県総合文化センター
中ホール
日：7 月 23 日（水）
三重県全体参加者数：午前の部 39 名

午後の部 20 名

松阪子ども NPO センターではスタッフ付電車ツア
ーで小学 4 年生の女子 2 名が参加（午後の部）
電車の切符を買ったり、
バスの運賃を支払ったりと会
場への往復も初めて体験すること満載のツアーにな
りました。会場では客席で、舞台で裏方でいろんなシ
ーンを体験しました。
《参加した子どもの声》
☆くるくる回るぶたいについてはおもしろいと思い
ました。ぶたいを成功させるためにいろんな人のきょ
う力がある事を知りました（紗羅）
☆感じた事は「ピアノってこんなに不思議なんだな
ぁ」と感じました。音の調節とか、明るさの調節って
むずかしそうでした（ゆずは）

会場：三重県総合文化センター 中ホール 日時：７月 27 日（日）17 時～
主催：
（特）三重県子ども NPO サポートセンタ－
共催：三重県文化会館（公益財団法人三重県文化振興事業団）
参加者数：指定席 子ども 17 名・大人 62 名・自由席 大人 2 名 合計 81 名
三重県全体の参加者は約 700 名でその内 200 名をこえる子どもの参加がありました
質の高い芸術体験を提供しようと毎年取り組んでいる、子どものためのシェイクスピアが終わりました。
当日の「MieMu」見学&｢ハムレット｣観劇バスツアー（参加者：小学生 5 名・大人４名）では、バスの中で
ハムレットや博物館「MieMu｣に関するクイズをしたり、今春オープンした博物館見学やロビー企画、そし
てハムレットの観劇を楽しみました。帰りのバスでは、大胆な構成や洗練されつつも遊び心溢れる舞台に、
初めて参加した大人からは『シェイクスピアは難しいと思っていたけど、とてもおもしろかった』小学生か
らは『主役のハムレットがカッコよかった』
『あんな大きな声で台詞を言えるなんてすごい』などの感想が聞
かれました。また、このバスツアーと劇場体験わくわくツアー両方に参加した子どもたちは、二人で協力し
てこの体験を夏休みの自由研究として取り組み、新聞を作ると楽しそうに話してくれました。
観劇前のロビー企画では、各団体のお店や缶積み、千本引きなどの遊び体験コーナーがあり、とても賑わ
っていました。当センターもミニバラや手作りパン、ジュースなどの販売のほか、万華鏡づくりをしました。
子どもだけで、親子で、おばあちゃんと孫となど参加の仕方は様々でしたが、これからも「恐い」
「おもし
ろい」
「楽しい」「悲しい」など観客の心ゆさぶる「生の舞台を観る」という体験を重ねていって欲しいと思
います。

来年は・・・

演目：「ロミオとジュリエット」に決定！！
日程：２０１５年８月２１日（金）19 時開演

特定非営利活動法人

お楽しみに！

【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

（きいてほしいな・・・）
子どもの心を受け止める
18 歳までの子ども専用電話

『宇宙の地図』

０１２０－９９－７７７７
毎週 月曜日～土曜日
午後４：００～午後９：００

観山 正見 著
朝日新聞出版
主な対象 高学年～一般

●こどもほっとダイヤル
（助けて！が言える）
子どもだけが相談できる
1８歳未満の子どものための相談電話

これまで宇宙に地図などあったのでしょう
か？これは画期的です！水平に広がる様子だけ
でなく奥行きのある深遠な高さ・深さを表現す
べく、工夫がほどこされています。まず、私た
ちが立っている「ここ」から１００２ｍ、１００
３
ｍとだんだん高度を増していくと・・・。ぜひ
ぜひページをめくって体感して下さい。この夏、
親子で星空を見ながらの宇宙談義にもきっとお
役に立てるはず。そして、研究熱心な宇宙少年
たちにもぜひ！のオススメ。

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）

まつさかファミリーサポートセンター
平成 26 年度 第 1 回 援助会員養成講座のご案内
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
ぜひご参加ください。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。

ボランティア募集
使用済みインクカートリッジの仕分け作業をします

○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）

８月２５日（月）
場所：松阪子どもＮＰＯセンター事務所
時間：13:30～16:00
使用済みのインクカートリッジを分別して送り、
還元された金額をチャイルドラインへのカンパにさ
せていただいております。仕分けには人数がいりま
すので、みなさまの都合のよい時間のご協力をお願
いいたします。
（特）松阪子どもＮＰＯセンターまで
お声かけください。

和ざらしの製法で
ふんわりやさしく仕上げた
タオルがあります。

７月３１日（木）・保育サポーターの役割と心得
・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

夏に最適！

お申込み・お問い合わせ：まつさかファミリーサポートセンター

TEL:０５９８－６０－１８２０

●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

７月末会員数 ：１１２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】

・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

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（開所日･時間
０５９８－２０－１５１１

ホームページ

月～金１０：００～１７：００）
http://www.mknpo.jp/

ｅメール

info@mknpo.jp

