
  

 

 

 

・井口小児科 ・学習塾 双葉 ・医療法人たるみ内科胃腸科 ・株式会社 富士土地 

・医療法人 イワサ小児科 ・医療法人 河合産婦人科 
・ 医療法人 

地主矯正歯科クリニック 
・健康体操 ひまわり会 

・うれしの 太田クリニック ・医療法人 桜木記念病院 ・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 

・おおたクリニック ・ささおこどもクリニック ・東海シール株式会社 ・松阪市健康体操連絡協議会 

・大久保クリニック ・上瀬クリニック ・はせがわこどもクリニック ・医療法人 南産婦人科 

・岡田パッケージ株式会社 ・杉本自動車 ・株式会社 林技建工業 ・医療法人社団 鷲尾小児科 

興味を持ったら、参加したいと思ったら、たのしそうだと思ったら、もっと知りたいと思ったら、 

お申込み・お問い合わせは、 
 

《《《《特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    松阪子松阪子松阪子松阪子どもどもどもども NPONPONPONPO センターセンターセンターセンター》》》》    
住所 〒515-0043 松阪市下村町１１１５  TEL・FAX０５９８－２０－１５１１ 

ホームページ http://www.mknpo.jp/Ｅ-mail info@mknpo.jp 月～金 10：00～17：00 

昨年 1 月より、子どもたちが生活の中で感じていることや考えていることを社会に発信し、ま

た自分たちができる事は何かを考え行動することを目的として、子ども委員会を開いています。

現在高校生 5 名が参加していて、いつも話し合いで出てくる意見は大人自身に突き付けられ、自

分をふりかえる現場でもあります。 

先日の子ども委員会で、「大人は子どもが何でもできると思っている」という意見が出ました。 

「やればできる、がんばればなんとかなるって言うけど、やってもがんばってもできないことも

あることをわかってほしい」ということでした。また、「大人の価値観でまず判断されるので、一

緒に考えようと思っても相談できない」という意見も出ました。これらの意見は特別なものでは

ないと思います。我々大人は子どもの声を本当に聴いていないし、子どもの気持ちに思いを寄せ

ていないと感じます。わが子のことは近すぎてなんでも知っているような錯覚に陥りがちですが、

子どもはたくさんのことを感じ、考えながら成長しています。子どもをひとりの人として捉え、

誠実に向き合い、子どもの生きる力を信じることが我々大人には必要だと思います。 

理事長 塩谷明美 
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正会員：27 名 参加会員：17 名 支援会員：77 名 

賛助団体会員：2５団体(7 月 1 日現在) 

 
子どもたちが のびやかで 豊かな「子ども時代」を すごすために 

特定非営利活動法人松阪子ども NPO センター 

 

((((特特特特))))松阪子松阪子松阪子松阪子どもどもどもども NPONPONPONPO センターセンターセンターセンター    賛助団体会員賛助団体会員賛助団体会員賛助団体会員        

 

～子どもの文化交流フェスティバル in みえ 2012～ 

チケットチケットチケットチケット料金料金料金料金（（（（税込税込税込税込））））    

１１１１階指定席階指定席階指定席階指定席    一般一般一般一般    大人大人大人大人    4,8004,8004,8004,800 円円円円    18181818 歳以下歳以下歳以下歳以下    2,3002,3002,3002,300 円円円円    

                        会員会員会員会員    大人大人大人大人    4,5004,5004,5004,500 円円円円    18181818 歳以下歳以下歳以下歳以下    2,0002,0002,0002,000 円円円円    

2222 階自由席階自由席階自由席階自由席                一般一般一般一般    2,8002,8002,8002,800 円円円円            会員会員会員会員        2,5002,5002,5002,500 円円円円 

 

 頼りなく不器用な夫・ヘンリー6 世と、誰もがすくみ上る妻・王妃マーガレット。いつの時代も母親ってちょっ
とやりすぎてしまうものなんでしょうか。親子でご覧になれば「あー、あるあるある。」と親も子もうなずくシーン
も多いはず。１５世紀のイングランドが思わず日頃の自分と重なります。照明に照らされた舞台にはイスとわずか
な道具だけ。シンプルで美しい大人にも子どもにも人気の公演、最新作。本年度のツアー公演の最終日です。 

●チケット予約はお電話、E メール、FAX でできますが、チケットはセンターへの入金とお引替えになります。 

●お申し込み後のキャンセルは受付できません。（チケット販売はクーリングオフ対象外です） 

●本公演には未就学児のお子さんは入場できません。 

託児サービス（完全予約制・先着順）料金:1 名につき、1,000 円（税込・おやつつき）お申し込み 8 月 25 日まで 

作：ウィリアム・シェイクスピア～小田島雄志翻訳による～ 

脚本・演出：山崎清介  子どものためのシェイクスピアカンパニー 

主催：(特)三重県子ども NPO サポートセンター 

文化芸術体験事業 

子どもの体験事業 

小学校低学年合宿小学校低学年合宿小学校低学年合宿小学校低学年合宿    

 

 

日 時：2012 年８月 22 日(水)～23 日(木) 
場 所：五桂池ふるさと村研修室 
対 象：小学校１年生～３年生 
参加費：一般 7,000 円／会員 5,500 円 
定 員：40 名 先着順 

 
★お申込みについて★ 

【【【【会員会員会員会員】】】】7777 月月月月 5555 日日日日（木） 10：00 受付スタート 
 ※お友だち一人をいっしょに申込できます。 
【【【【一般一般一般一般】】】】7777 月月月月 17171717 日日日日（火）10：00 受付スタート 

★★★★センターにセンターにセンターにセンターに来来来来ていただくかていただくかていただくかていただくか、、、、電話電話電話電話でのみのでのみのでのみのでのみの受付受付受付受付ですですですです。。。。★★★★    

 

 

 

 

 

 

 

昨年度の合宿の様子。 

相可高校の調理クラブの 

お兄さん、お姉さんと夕 

食を作りました。   

    

中高生中高生中高生中高生・・・・食育体験講座食育体験講座食育体験講座食育体験講座    
 

 

 

 

 

 

 

昨年度は、ビビンバ丼を作りました 

 

 

 

 

 

 

日 時：２０１２年８月８日(水)18：30～21：00 
場 所：三重中京大学調理室 
対 象：中学生・高校生 定員３０名 
参加費：５００円 
講 師：馬場啓子さん（三重中京大学 KCDC特別研究員） 

募集中募集中募集中募集中！！！！    
ただいまただいまただいまただいま    

募集中募集中募集中募集中！！！！    
ただいまただいまただいまただいま    

募集中募集中募集中募集中！！！！    
ただいまただいまただいまただいま    

かつてこれほどかつてこれほどかつてこれほどかつてこれほど国民国民国民国民のののの不幸不幸不幸不幸をををを悲悲悲悲しんだしんだしんだしんだ王王王王がいるかがいるかがいるかがいるか？？？？    
１５世紀イングランド。ランカスター家とヨーク家の王位継承権を争う薔薇戦争。軍旗を挙げ戦場にあるの
は、我が子のために戦う母 王妃マーガレット。そして その惨状を嘆く父ヘンリー王の姿…。シェイクスピ
アが 20 代にして書き上げた壮絶な人間ドラマが幕を開ける！  
 

三重県立相可高校食物調理クラブのみなさんと一
緒に夕食を作ります。二日目はグループに分かれて
子ども会議をします。小学校１年生から参加できる
一泊二日の合宿です。 

２０１２年度・第１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  

思春期にぴったりのカルシウムアップメニュー！ 

海の幸・山の幸よくばりピッツァとクープおれんじ 

 

調理実習や実験をして、自分の体を作り守ってい
く「食」の大切さを学び、自分で食事を作る体験を
します。これから進学や就職で一人暮らしを始める
世代におすすめの講座です。 

2012201220122012 年度年度年度年度    

こんなこんなこんなこんな事業事業事業事業をををを    

予定予定予定予定していますしていますしていますしています    



 

    

    

  

  

 

 

２０１２２０１２２０１２２０１２年度年度年度年度    松阪子松阪子松阪子松阪子どもどもどもどもＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯセンターセンターセンターセンター        

～～～～こんなこんなこんなこんな事業事業事業事業をををを予定予定予定予定していますしていますしていますしています～～～～    

＊ママサポート 

  様々な講習会や会議などにお母さん

たちが安心して参加したり勉強できる

よう集団で託児をします。 

 

＊小学校低学年合宿 

三重県立相可高校食物調理クラブの皆さんと 

一緒に夕食を作ります。二日目はグループに 

わかれて子ども会議をします。 

親から離れて参加する 

子どもも、送り出す親も 

ドキドキワクワクの 1 泊 

2 日の合宿です。 

★小学 1 年生～3 年生対象 

（8 月２３日・２４日） 

＊ゆきあそびツアー 

雪の中で親子や友だち同士でそりすべりやかまくら 

をつくって遊んだり、冬ならでは 

の自然体験をするバスツアーです。 

★2013 年 2 月開催予定 

 奥伊吹スキー場 

＊食育体験講座 

  成長していく子どもたちに必要な「食」に 

ついての学びと実践の場です。 

 ★中学生・高校生対象の講座（8 月８日） 

  ★小学4年生～6年生対象の講座（12月） 

     

＊2012 いっしょに遊ぼう 

子育てフェスタ in 松阪 

 子育てを支援する団体が集い、子ども支援のネット

ワークづくりを目的にしてイベントを開催。当セン

ターでは「子どもフリーマーケット」や「絵本の読

み聞かせ」を予定しています。 

 ●10 月 20 日（土）ＭＡＰみえこどもの城 

＊まつさかファミリーサポートセンター（松阪市からの委託事業） 

＊度会郡・大台町ファミリー・サポート・センター（大台町実施組織） 

ファミリーサポートセンターは、子育てを助けてほしい人（依頼会員）の 

要望に応じて子育てのお手伝いができる人（援助会員）を紹介する会員 

組織です。依頼会員と、その条件に合う援助会員がお子さんを交え事前の 

打ち合わせをした後、相互の信頼と了解の上で援助しています。登録は無 

料です。援助会員になるためには、23 時間の養成講座を受講します。 

＊松阪市養育支援訪問事業 

虐待を予防するため、リスクのある家庭に出向き、養育者の

自立支援をめざし、子育てや家事を支援をします。 

＊児童養護施設入所児童への学習支援事業 

児童養護施設の小学生を対象に週 1 回 1 時間の学習支援を

しています。 

＊特別支援教育推進事業に係る学校生活アシスタント事業 

＊いじめ等対策事業に係る学級満足度尺度調査処理 

＊いじめ等対策事業に係る松阪市学校巡回指導員 

＊学校支援地域本部事業 

■子育ち・子育て支援事業  

社会や環境の変化により生活体験の少ない子どもたちにとって、五感を使った体験活動は不可欠なものと感じ、今年

度も自然体験や食育体験、合宿などを企画しました。体験活動は大きな発見や心に残る感動をもたらすとともに、失

敗や困難を経験することにより子どもたちは大きく成長し、自分自身の持つ生きる力に気づきます。そこで実感した

ことは自信となり自己肯定感につながります。 

また、ファミリーサポート事業などをとおして、子育てを社会で支え合い、子どもが安全で安心して豊かに育つ地域

づくりをめざしています。子どもの生きる力を信じ、常に子どもの育ちを考えながら、より良い支援ができるよう、

支援者も共に育ちあいたいと思います。 

 

＊チャイルドライン事業 

子どもの心を受け止める 18歳までの 

子ども専用電話 

指示や指導はせず、子どもたちの声を聴き、気持ち

に寄り添います。 

●毎週 月曜日～土曜日 午後４：００～９：００ 

フリーダイヤル ０１２０－９９－７７７７ 

＊子ども委員会 

松阪市らしい「子どもの権利条例」

をつくるために子どもが主体的に参

画・発信する場をつくっていきます。 

●参加対象：中学生・高校生世代 

＊子どもの権利を考える市民委員会 

子どもの権利条例をつくるために、松阪市社会福祉協議

会をはじめ行政や教育の場などで子どもに関わる様々な

人たちが集まって月に一度、それぞれの立場から子ども

の権利や子ども支援について考え合っています。 

 
■ネットワークづくり事業 
権利主体は子どもととらえ、子どもが安心してありのままの自分で豊かに育つために、子どもの権利条例づく

りをすすめていきます。子どもが参画・発信できる場や子どもも大人も権利について学習できる場をつくり、

考え育ちあう地域社会をめざし、行政や市民団体、企業などに働きかけ、子ども支援のネットワークをひろげ

ていきます。 

＊子どものためのシェイクスピア 

「ヘンリー六世Ⅲ」 

 ★9月 8 日（土）17:30 開演 

  三重県総合文化センター 

文化会館中ホール 

   小学 1 年生～おとな対象 

   毎夏恒例の舞台劇です。 

 
■文化芸術体験事業 

子ども時代に出会う文化芸術体験から、子どもたち

の豊かに感じる心や、のびやかに表現する力が育ち

ます。この体験を重ねることは自分の気持ちに気づ

き、相手の気持ちに気づくことにつながっていきま

す。これからも、より質の高い芸術を体験する機会

を提供していきたいと思います。 

 

＊広報誌の発行 
＊ホームページの運営 
子どもと文化に関する情報発信と収集・交流 

＊絵本交流会 
～林千智さんのおすすめ図書のこころ～ 

5月 15日（火）31名参加 終了 

昔語りを交えながら 

大人がすること、子ども 

にどう寄り添うかなどの 

お話の後、グループに分 

かれて日頃子どもと向き 

合っていて気になること 

など出し合いました。 

 

■広報事業 

当センターのミッションや事業の目的を、広報誌を通じて発信し、また、現在募集中の事業などタイムリ

ーな情報を、ホームページを通じて発信していきます。 

 

ファンド事業 
この会の趣旨に賛同する 

個人・企業・団体へ支援を 

働きかけていきます。 

 

 

松阪子どもＮＰＯセンター 検索 

毎月更新♪

募集中募集中募集中募集中！！！！    
ただいまただいまただいまただいま    

募集中募集中募集中募集中！！！！    
ただいまただいまただいまただいま    

募集中募集中募集中募集中！！！！    
ただいまただいまただいまただいま    

 

 

  

 


