
 

   

【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 

201４年１０月１日 

   ＮＯ.６７  

 

 

特定非営利活動法人松阪子ども NPO センター 
 

すっかり秋らしくなり、過ごしやすい毎日ですね。さて、10 月 1 日は衣替えの日です。我が家では子どもたち
の半袖を片付けながら「もう小さくなって来年は着れないな」と、子どもたちの成長を感じる行事でもあります。
季節に合わせた服を着て、手洗いうがいもしっかりして、風邪などひかないようにしましょう！ 

 

北島 尚志さん講演会 ～あそびの中で育つ力～ 

 
 

《これからの事業》 
 
１０月１４日 北島尚志さん講演会 
１０月１９日 里親説明会 
１１月 ３日 氏郷まつりバザー 
１１月２９日 表現ワークショップ忍者、参上！ 
平成２７年 

１月２４日 ゆきあそびツアー 
1 月下旬～２月上旬 

第２回まつさかファミリーサポー
トセンター援助会員養成講座 

２月１１日 映画「かみさまとのやくそく」 
日程未定  まつさかファミリーサポートセン 

ター交流会 

○日時：１０月１４日（火）19 時～21時 

○場所：松阪市花岡地区市民センター  

   （松阪市大黒田町 1235－2） 

＊駐車場に限りがありますので乗り合わせて 

お越しください 

○対象：大人 90 名 ○参加費：1,000円 

北島尚志さんが理事長をつとめる《NPO 法人あそび

環境 Museum アフタフ・バーバン》は、広く子ども

から大人に対して、あそび・表現活動を通じて、共に

遊び合い、関わり合う中で、一人ひとりが自分らしく

表現することを目指し、豊かなあそび環境および豊か 

  な地域社会を作り出すことを目的に全国で「あ 

そび合う」実践を続けている団体です。 

    あそびの力を信じ日々実践を重ねてみえる北

島さんの講演会です。「あそばせる」のではない

「あそんでもらう」のでもない「あそぶ」って

どういうこと？ぜひ一緒に考えてみませんか？                 

    

参加申し込み 
受付中！ 

 アフタフ・バーバンによる 
表現ワークショップ 

『忍者、参上！』 
日時：11 月 29 日（土） 

午後 1時～2時 30分 
場所：松阪公民館 
対象：小学生 40 名 ＊定員になり次第締め切り  
参加費：1500円 
風呂敷一枚を頭に巻いて忍者に変身！ 
隠れ身の術・変化の術・・・いろんな修行がまっ
ています！？公民館を使っての楽しいワークシ
ョップです！ 
★松阪市内の各小学校に募集チラシの配布を予
定しています 

★参加受付：10月 15 日（水） 17 時～19時 
      16 日以降は月～金 10 時～17 時

（土、日、祝日は休み） 
 
     

 

平成 27 年 4 月から子ども・子育て支援新制度がスタートします。そのために各市町では子ども・子育て会
議を開き、支援のあり方や具体的な方策を検討しています。その様な中、子育て先進国ニュージーランドへ総勢
19 名で視察に行ってきました。ニュージーランドでは就学前の子育てサービスは託児所・保育園・幼稚園・プ
レイセンターなど様々な施設がありますが、総称して「就学前教育」（EC E：Early Childhood Education）
サービスと呼ばれ、子どもたちは、教育省(日本の文科省)が定めた統一のカリキュラム「テファリキ」によって
教育されます。テファリキ（Te Whariki）は、マオリ語で、縦横に編むという意味で、４原則と５つの要素を
絡み合わせ、子どもを主体的に育てていこうという考え方です。今回の視察で幼稚園・保育園・プレイセンター・
子育て支援の団体を訪問して、ひとり一人の子どもが尊重され、丁寧な支援がされていることを実感しました。
また、すべての施設でテファリキが実践されているというのもすばらしいと思いましたし、国として子どもをど
うとらえているかが見えた思いがしました。 

■４つの原則 
◎子ども自身が力を付ける（Empowerment） 
◎全人的成長（Holistic Development） 
◎家族と地域の中で育つ（Family and Community）  
◎さまざまな関係をつなげる学習（Relationships） 

 

 

ニュージーランド視察 
2014 年 9月 20 日（土）～9月 25日(木) 

行先：クライストチャーチ・オークランド 
主催：（特）三重県子どもNPO サポートセンター 

 
 

(特)松阪子どもＮＰＯセンター 理事長 塩谷明美 

rijityou 

■５つの要素 
◎子どもの健康と幸福（Well-being） 
◎子どもの学び（Contribution） 
◎体験による探求（Exploration） 
◎子どもの個性と性格（Belongings） 
◎対話力・発言力（Communication） 



                           
 

【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 
（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 

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 
（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 

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） 

  
           

氏郷祭りにてバザー開催 

11 月 3 日（月・祝）9 時～16 時 

当センターの活動や今後の取り組みなどを広く市

民の皆様に知っていただく機会にと毎年参加してい

る氏郷祭りで、今年もチャイルドラインのファンド

の取り組みとして不用品バザーを行います。 

不用品の寄付のご協力をお願いします 

★食料品や衣類を除く日用品などを 

10 月 24日（金）までに松阪子ども NPO センタ

ー事務所までお願いします。 

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 

 

 

 
平成 26年三重県里親普及啓発事業 

里親説明会 
 

様々な事情で家庭での養育が困難な子どもにとっ
て「里親制度」は、社会的養護として大きな役割を果
たしていますが、その制度への理解や担い手は十分と
は言えない状況です。 
この度、里親の役割や制度を知り、少しでも身近に

感じてもらうよう「里親説明会」を開催します。 
 
◆日時：2014年 10月 19 日（日） 

9：30～１2：30 
◆場所：大台町健康ふれあい会館 

      （多気郡大台町粟生 1010） 
◆内容：里親制度の説明、里親の方の体験談 

     質疑応答、個別相談 

 

里親には・・・ 

・養育里親、専門里親、親族里親、 

養子縁組によって養親となることを希望する里親、 

長期の休みや週末などに預かる週末里親など様々

な種類の里親があります。詳しい内容などこの機会

に知っていただきたいと思います。 

 
『おいしいものつくろう』 
岸田衿子 さく 

白根美代子 絵 

福音館書店 

主な対象 幼児～一般 

 

何とも柔らかいレトロなタッチの絵と耳に心

地良い“うた”のようなレシピ説明(!?)。これは

ぜひとも作りたくなります！お料理も豪華なも

のでなく、あっと驚くアイデアものの簡単ごは

ん。さりげなく身体にやさしくて子どもも大喜

びまちがいなしのメニューです。…と、食べる

ことばかり重きを置いてしまいましたが、スト

ーリーもステキです。ご近所親子で、ぜひ、や

ってみて！ほら秋空が待ってるよ！！ 

●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 

 

９月末会員数  正会員：29 名 参加会員：7 名 支援会員：8５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 

mailto:info@mknpo.jp

