
    

子子子子どものためのシェイクスピアどものためのシェイクスピアどものためのシェイクスピアどものためのシェイクスピア    

    ヘヘヘヘンリーンリーンリーンリー六六六六世世世世ⅢⅢⅢⅢ    
日時： 9999 月月月月 8888 日日日日（（（（土土土土）））） 開演 17：30 
会場： 三重県総合文化センター中ホール 
チケット：一般・・大人 4,800 円  18 歳以下 2,３00 円 
     会員・・大人 4,500 円  18 歳以下 2,000 円 
     2 階自由席 一般 2,800 円 会員 2,500 円 
 

※（特）松阪子ども NPO センター正会員 

参加会員・支援会員とチャイルドライン 

MIE ネットワーク支援会員のみ会員価格 

でチケットの先行予約ができます。   TEL/FAX 0598-20-1511 

 
松阪市委託事業 

まつさかファミリーサポートセンターまつさかファミリーサポートセンターまつさかファミリーサポートセンターまつさかファミリーサポートセンター    
《《《《平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度・・・・第第第第 1111 回援助会員養成講座回援助会員養成講座回援助会員養成講座回援助会員養成講座》》》》    
松阪市全域で援助会員を募集します。子育てを応援し

てみようと思われる方は、ぜひ、受講してください。 
 
対 象：松阪市内、近隣市町に在住する２０歳以上の方 
受講料：無料（テキスト代 2,000 円） 
託児料：１日１人 500 円（おやつ代込み・要予約） 

 

講座日程・会場 
６６６６月月月月        5555 日日日日（（（（火火火火））））７７７７日日日日（（（（木木木木））））12121212 日日日日（（（（火火火火））））・・会場：みえこどもの城 

６６６６月月月月 14141414 日日日日（（（（木木木木）））） ・・・・・・・・ 会場：花岡地区市民センター 

9：00～1７：４５（日によって違います） 

お申し込みは まつさかファミリーサポートセンターまつさかファミリーサポートセンターまつさかファミリーサポートセンターまつさかファミリーサポートセンター 
       TEL/FAX 0598-60-1820 

（広報まつさか 5 月号にも掲載されています） 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＯ.３８    201２年５月１日    

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 

青空にツバメが飛び交う季節になりました。G.W.や遠足等、楽しい行事もたくさんある五月。五月晴れ

の日が一日でも多いといいですね。新しい環境にも慣れた反面、疲れも出てくる頃、健康状態に気を付けて

充分な休息もとりましょう。 

長年（特）松阪子どもＮＰＯセンター発行の広報誌上
で、おすすめ図書を選んで紹介してくださっている多気町
立勢和図書館司書林千智さんをお招きして交流会を開き
ます。お茶や手作りのお菓子を囲んで、読み聞かせや、子
育てを通して子どもと向きあう気持ちを考えるひととき
を一緒に過ごしませんか。 

日 時：５５５５月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（火火火火）））） ９：４５～12：００ 

場 所：松阪市橋西地区市民センター 新館ホール  

(松阪市川井町 772 番地 10 ☏26-6510)  

おはなし：林千智さん（多気町立勢和図書館司書） 

参加費： ５００円 定員 先着 30 名 

対 象： 読み聞かせサークルの方、子育て中の方、 

絵本に関心のある方など 
託 児：１人 1,200 円 先着 10 名（要予約） 

お申し込みは （特）松阪子ども NPO センター 

TEL/FAX 0598-20-1511 まで 

４月１４日（土）多気町民文化会館 

参加：27１名（うち松阪７８名参加） 

 

 自分を大事にできなければ相手を大事にはできない。ど
うすれば自己肯定感を育んでいけるのだろう。子育てだけ
でなく生きていれば誰しも心に思うことを、問いかけ、自
分と向きあうきっかけになる講演会でした。子どもとの関
わりかたについての「子どもの心は手のひらの中のたまご。
しめつけすぎず、てばなしすぎない、ほどよい力でささえ
る。」という言葉が印象的でした。 

 

４月１３日（金） 三重県総合文化センター 

参加：９７名（うち松阪１２名参加） 

 

明橋先生の著書「子育てハッピーアドバイス」にちなん
で、参加者がハッピーになれるパーティーを！と、ひらい
たチャイルドラインのチャリティパーティーには、参加者
からの持ち寄りの料理がならび、明橋先生のトークあり、
熱唱もありの楽しいパーティーとなりました。参加費など
の収益の一部をチャイルドラインのために使わせていただ
きます。 

絵本交流会絵本交流会絵本交流会絵本交流会    

～～～～林千智林千智林千智林千智さんのおすすめさんのおすすめさんのおすすめさんのおすすめ図書図書図書図書のこころのこころのこころのこころ～～～～    

5555 月月月月 1111 日日日日（（（（火火火火））））よりよりよりより    

会員会員会員会員のみのみのみのみ    

チケットチケットチケットチケット先行予約受付先行予約受付先行予約受付先行予約受付！！！！    
 

おしらせおしらせおしらせおしらせ 

活動活動活動活動のののの報告報告報告報告 

子育子育子育子育ち・ち・ち・ち・子育子育子育子育てててて勉強会勉強会勉強会勉強会    

～～～～みんなでみんなでみんなでみんなで一緒一緒一緒一緒にににに子子子子どもたちのことをどもたちのことをどもたちのことをどもたちのことを考考考考えましょうえましょうえましょうえましょう～～～～    

子育てハッピーアドバイスの著者の明橋大二さんの講

演会のお話を題材にしながら大人は子どもにどう関われ

ばいいのかを考えます。講演会に参加されていない方も

わかるように進めていきますので気軽にご参加ください。 

日 時：5555 月月月月 20202020 日日日日（（（（日日日日）））） 14：00～16：00 

会 場：ふるさと交流館たき(多気図書館)コミュニティルーム 

参加費：300 円  

託 児：1 人 300 円（要予約） 

主 催：多気町まちづくり仕掛人塾・子ども未来応援委員会 

共 催：(特)松阪子ども NPO センター 

お申し込みは、(特)松阪子ども NPO センター 

TEL/FAX 0598-20-1511 まで 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

・井口小児科 ・医療法人 桜木記念病院 ・株式会社 林技建工業 

・医療法人 イワサ小児科 ・ささおこどもクリニック ・株式会社 富士土地 

・うれしの 太田クリニック ・上瀬クリニック ・健康体操 ひまわり会 

・おおたクリニック ・杉本自動車 
・株式会社 フレンズ 

ミスタードーナツ・松燈庵 

・大久保クリニック ・医療法人 たるみ内科胃腸科 ・松阪市健康体操連絡協議会 

・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 ・医療法人 南産婦人科 

・学習塾 双葉 ・東海印刷株式会社 ・医療法人社団 鷲尾小児科 

・株式会社 かざりや ・東海シール株式会社  

・医療法人 河合産婦人科 ・はせがわこどもクリニック （５０音順） 

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    

〒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 

 

 

  

 

 

今月今月今月今月のおすすめのおすすめのおすすめのおすすめ図書図書図書図書    

多気町立勢和図書館司書 林 千智さん選 

三重県共同募金会助成事業 

チャイルドラインチャイルドラインチャイルドラインチャイルドライン MIEMIEMIEMIE ネットワークネットワークネットワークネットワーク    

平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度『『『『受受受受けけけけ手養成手養成手養成手養成のためののためののためののための講習会講習会講習会講習会』』』』 
    

チャイルドラインは、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。実施拠点は三重県内に
9 か所あります。あなたも講習会に参加して、受け手ボラ
ンティアをしてみませんか。子どもの権利を保障し、子ど
もが豊かに育つ地域づくりに興味のある方は、ぜひ、ご参
加ください。 

 
参加費 大人            6,000 円 
    ユース（12 歳～25 歳まで） 3,000 円 

1 プログラムのみ      2,000 円 
会場 三重県津庁舎 6 階 津市桜橋３－４４６－３４ 
 
６月２４日（日）・チャイルドラインとは 

３０日（土）・学校に行かないことを通して、チャイルドラインを 

みつめる ・依存症からの回復とエンパワメント 

７月  １日（日）・子ども虐待 

・子どもにはチカラがある  

～子どものエンパワメントを支える大人の役割～ 

７日（土）・聴くこと・ロールプレイ 

８日（日）・性の正しい知識  ・ 思春期外来 

１４日（土）・子どもの権利条約･条例とチャイルドラインのこれから  

-子どもの安全・安心のまちづくりをめざして- 

・I‘m  OK まず私から 

〈お申し込み・お問い合わせ〉 
(特)松阪子どもＮＰＯセンターまでお願いします。 

 ボランティアなど、いろいろ

な支援をしてくださる方も

募集しています！ 

チャイルドラインチャイルドラインチャイルドラインチャイルドラインＭＩＥＭＩＥＭＩＥＭＩＥ    

子どもの心を受け止める 

18 歳までの子ども専用電話 

０１２００１２００１２００１２０－－－－９９９９９９９９－－－－７７７７７７７７７７７７７７７７    

毎週 月曜日～土曜日 

午後４：００～午後９：００ 

このののの会会会会にににに賛同賛同賛同賛同しししし、、、、会会会会をををを支支支支えてくだえてくだえてくだえてくださるさるさるさる個人個人個人個人････団体団体団体団体のののの方方方方をををを募集募集募集募集していますしていますしていますしています    

会員数会員数会員数会員数    ：：：：１３０名１３０名１３０名１３０名    うち支援会員６５名（４月末現在）うち支援会員６５名（４月末現在）うち支援会員６５名（４月末現在）うち支援会員６５名（４月末現在）    

【【【【賛助団体会員賛助団体会員賛助団体会員賛助団体会員    25252525 団体団体団体団体】】】】    

 

●5 月 1 日（火） 

子どものためのシェイクスピア 

「ヘンリー6 世Ⅲ」会員先行予約開始 

●５月１５日（火）絵本交流会 

●５月１５日（火） 

子どもの権利を考える市民委員会 

●5 月 20 日（日）子育ち・子育て勉強会 

●５月２０日（日）子ども委員会 

●５月３１日（木）２０１２年度総会 

『『『『おやおやじゅくへようこそおやおやじゅくへようこそおやおやじゅくへようこそおやおやじゅくへようこそ』』』』 

 

浜田桂子 作  

    ポプラ社 

主な対象 幼児～一般 

 

「おやおやじゅく」ってどんな「じゅく」？

月謝は無料で、先生優しく優秀、さらに成績

は必ずアップします！というふれこみ。実は

この「じゅく」大人向け。親も子どももゆか

いにくらすために勉強するのですって！なん

と先生は子どもたち。うーん、早速申し込み

しなくっちゃ！ 

 

 

 
 

 


