
 

    
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    

ヘンリーヘンリーヘンリーヘンリー六世六世六世六世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才以下 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 

・未就学児の参加はできません。 
・託児はご相談下さい。 

＜みどころ＞ 
 さて今年の子どものためのシェイクスピアは、ドロドロの
愛憎劇です。登場人物は不器用な夫、ヘンリー六世と、誰も
がすくみ上る妻、王妃マーガレットを中心に２つの王家の闘
争が描かれます。２つの王家、紅バラと白バラの血と涙の戦
いは、愛するものを守りたいがゆえの（かなりヒートアップ
しすぎた）母の戦いにも思えます。思春期の子どもと親子で
ご覧になれば「あー、あるあるある。」と親子でうなづくこと
でしょう。ぜひ劇場に親子でおいでください。 
 

 

 

 

 

※（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方は会員価格でチケットの先行予約・

購入ができます。   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》》》》    
松阪では 2000 件の依頼があり、年々地域のサポー

ターの活動が必要となってきています。あなたも地域の
子育てをサポートする援助会員になりませんか？ 
 
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 

時間：9：00～1７：４５（日によって違います） 

    

★講座は全１２講座。救急講習や 

グループワークなどもあります。 

詳しい内容についてはまつさか 

ファミリーサポートセンターまで 

お問い合わせください。              

                 

お申し込み 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

ＮＯ.３９    201２年６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】 
 TEL/FAX ０５９８-２０-１５１１ 

そろそろ今年も梅雨の季節がやってきます。子ども連れの外出はいろいろと大変ですね。子どもたちには、水

たまりを長ぐつで歩くことや、レインコートを着ることも、あじさいの花や葉にのっているカタツムリをみつけ

ることもこの季節ならではの楽しみでしょう。天候の定まらない毎日、脱ぎ着のしやすい服装で体温調節をうま

くしましょう。 

５月１５日（火）松阪市橋西地区市民センター 新館ホール 

参加：31 名 

 「“風送りの日”に想う」と題された林さんのおはな

しは、わらべ歌からはじまりました。柏餅にちなんだ昔

語りに続き、そこから大人が子どもにできることはどん

なことだろう、と昔話から伝わってくる大人のあり方を

今の私たちに重ねるお 

はなしでした。 

参加者の交流会は 

自分たちの活動や気 

持ちを出し合う場と 

なりました。 

 

チケットチケットチケットチケット発売開始発売開始発売開始発売開始！！！！    
会員先行予約会員先行予約会員先行予約会員先行予約・・・・販売販売販売販売がががが始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。先着支払先着支払先着支払先着支払いいいい順順順順でおでおでおでお席席席席
をおをおをおをお選選選選びいただけますびいただけますびいただけますびいただけます。。。。良良良良いいいい席席席席をおをおをおをお早早早早めにめにめにめに！！！！    

※当センターの一般発売は６月１１日からです。 

活動活動活動活動のののの報告報告報告報告 

5 月 20 日（日） 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：18 名 

 4 月 14 日に多気町民文化会館で行われた「明橋

大二さん講演会～子育てがラクになるコツ教えます

～」をベースに、多気町まちづくり仕掛人塾と（特）

松阪子ども NPO センターの主催で行われた勉強会

でした。「夕飯の支度で忙しいときに子どもに話しか

けられたら？」「子どものケータイ見る？」のテーマ

で二つのグループに分かれてディスカッション。幼

児期の愛着形成が土台になる自己肯定の話や、大人

は子どもをひとりの個人として捉えているかなどの

話しが出されました。次回（8 月 19 日） 

からの参加も受けつけています。 

２０１２年度総会 ５月３１日（木） （特）松阪子どもＮＰＯセンターの 2012 年度総会が開かれました。 

 

おしらせおしらせおしらせおしらせ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

・井口小児科 ・ささおこどもクリニック ・株式会社 富士土地 

・医療法人 イワサ小児科 ・上瀬クリニック ・健康体操 ひまわり会 

・うれしの 太田クリニック ・杉本自動車 
・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 ・医療法人たるみ内科胃腸科 ・松阪市健康体操連絡協議会 

・大久保クリニック ・医療法人地主矯正歯科クリニック ・医療法人 南産婦人科 

・岡田パッケージ株式会社 ・東海印刷株式会社 ・医療法人社団 鷲尾小児科 

・学習塾 双葉 ・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  

・医療法人 桜木記念病院 ・株式会社 林技建工業 （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えてえてえてくださるくださるくださるくだ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    ：：：：116116116116 名名名名    うち支援会員うち支援会員うち支援会員うち支援会員 72727272 名（５名（５名（５名（５月末現在）月末現在）月末現在）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    2222４４４４団団団団体体体体    27272727 口口口口】】】】    

 

『『『『ゆったりゆったりゆったりゆったり、、、、わくわくわくわくわくわくわくわく    

こどもとこどもとこどもとこどもと楽楽楽楽しむしむしむしむ 12121212 カカカカ月月月月』』』』 

 

きくちいま著  

阪急コミュニケーションズ 

主な対象 一般向け 

 

「こんなに楽しめるんだー！」と感激の一

冊。月ごとに家の中・外での遊び方や旬の取

り入れ方がイラストで紹介されており、"やる

気モード"に火がつきます。子どもとの時間に

ぜひ 毎月やってみたくなりますよ。「お母さ

んっていいなあ」とうらやましい限り！ 

  

● 6 月 1１日（月） 

子どものためのシェイクスピア 

「ヘンリー六世Ⅲ」一般発売開始 

●６月 13 日（水） 

子どもの権利を考える市民委員会 

●６月 子ども委員会 （未定） 

 

 

 


