
新しくチャイルドラインにボランテイアとして関わる人のために「受け手養成のための講習会」が開かれました。6 日間 10 講座

の内容から、子どもの現状や背景、子どもがありのままの自分を生きる大切さなど、それぞれの切り口から学ぶことができました。 

(特)松阪子ども NPO センターは、今回の講座を受講し新しくボランティアとして関わられる皆さんと一緒に、子どもの権利を保障し、

子どもが豊かに育つ地域づくりをめざしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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    
    

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。 

 

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 

メニュー： ・海の幸山の幸よくばりピッツァ 

・クープおれんじ 

講 師：馬場啓子さん（三重中京大学ＫＣＤＣ特別研究員） 

※電話・ＦＡＸ・メールにて先着順で受け付けます。 

2222012012012012 年年年年    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 程：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（定員まであとわずか！） 

 

ＮＯ.４１    201２年８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 

太陽を一番近くに感じる季節となりました。空には入道雲、セミの鳴き声も聞こえ始め、いよいよ夏本番！

花火や水あそび、虫とり、山や海へ行くなど子どもたちにとって楽しいことが目白押しですね。楽しい思い

出をいっぱい作りましょう。出かける時には帽子や飲み物を忘れず日射病や熱中症に気をつけましょう。 

    
2012 2012 2012 2012 いっしょにいっしょにいっしょにいっしょに遊遊遊遊ぼうぼうぼうぼう子育子育子育子育てフェスタてフェスタてフェスタてフェスタ inininin 松阪松阪松阪松阪    

 
日時：10 月 20 日（土）10：00～15：00 
会場：MAP みえこどもの城  

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としています。子ど
もから大人まで一日楽しめます。（特）松阪子
ども NPO 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する予定です。 

 

６月 24 日(日)～7 月 14 日(土) 会場：三重県津庁舎 

松阪地域参加申し込み：３９名 のべ 129 名 

 

７７７７月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（土土土土）＜）＜）＜）＜子子子子どものどものどものどもの権利条約権利条約権利条約権利条約・・・・条例条例条例条例とチャイルドラインとチャイルドラインとチャイルドラインとチャイルドライン

のこれからのこれからのこれからのこれから‐‐‐‐子子子子どものどものどものどもの安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心のまちづくりをめざしてのまちづくりをめざしてのまちづくりをめざしてのまちづくりをめざして‐‐‐‐〉〉〉〉    

講師：子どもの権利条約ネットワーク代表 喜多明人さん 

三重県子ども白書によると「自分のことが好きか」と言う問い

に中学生の 43.4％が「好き」と答えたのに対し、その保護者は「自

分の子どもは自分のことを好きだと思っている」と 88.6％が答え

ました。このように大人は子どもを間違って現状認識をしていな

いでしょうか。自己肯定感の低下、身近な人との人間関係の不全。

深刻化する子ども虐待など大人社会のストレスが子どもたちに向

かっています。子どもの権利を尊重した子ども観から子どもの安

心や安全を保障できる社会づくりを考えさせられました。 
 

 

7777 月月月月 7777 日日日日((((土土土土))))〈〈〈〈聴聴聴聴くこと・ロールプレイくこと・ロールプレイくこと・ロールプレイくこと・ロールプレイ〉〉〉〉    

講師：認定ＮＰＯ法人チャイルドライン支援センター 

副代表 山本多賀子さん 

言葉では経験すべてを伝えられないし、その内容をすべて正し

く受け取ることはできません。それでもコミュニケーションする

ことで気持ちは通じあいます。気持ちを受け止められることで子

どもは本来持つ生きる力を発揮することができるのです。だから

こそ言葉の裏側にある気持ちを受け止めるチャイルドラインの受

け手は「聞き手」ではなく「受け手」なのだと実感しました。 

 

※7 月号の「小学校低学年合宿」の日付に誤りがありました。正しくは 2012 年８月２２日(水)～２３日(木)です。訂正してお詫び申し上げます。 

活動活動活動活動のののの報告報告報告報告 

 

  

おしらせおしらせおしらせおしらせ 

【受け手養成のための講習会】 
①チャイルドラインとは 
②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 
③依存症からの回復とエンパワメント 
④子ども虐待 
⑤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～ 
⑥聴くこと・ロールプレイ 
⑦性の正しい知識  
⑧思春期外来 
⑨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- 
⑩ I ’ｍ OK まず私から 

 



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文化会館中ホール  

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。 

※（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

チケット購入ができます。  

  

 
 

・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 ・他一団体 

・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 

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さるえてくださるえてくださるえて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    ：：：：１１１１２１２１２１２１名名名名    うちうちうちうち支援会員支援会員支援会員支援会員７７７７７７７７名名名名（（（（７７７７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    2222５５５５団体団体団体団体    27272727 口口口口】】】】    

 

●8 月２日(木) 子ども委員会 

●８月８日(水) 中高生・食育体験講座 

●8 月２０日(月) 

 いっしょに遊ぼう子育てフェスタ in 松阪 コア会議 

●８月 22 日(水)～23 日(木) 小学校低学年合宿 

●８月 23 日(木) 子どもの権利を考える市民委員会 

●８月 25 日(土) いっしょに遊ぼう子育てフェスタ 

in 松阪 出展者説明会＆交流会  

●8 月 30 日(木) ヘンリー六世オプショナル企画 

【劇場体験わくわくツアー】 

『『『『おにぎりがしまおにぎりがしまおにぎりがしまおにぎりがしま』』』』 

やぎたみこ 作 

ブロンズ新社 

主な対象 幼児～大人 

 なんともおおらかな発想。おにぎりから姿を

現す“おに”の子どもに、まず表紙から釘づけ！

風変わりな登場人物もいっぱいで、とっても愉

快な絵とストーリー。でも読後、「あー、そう

だったのか」と納得。日本のご先祖さまたちか

らの智恵の凝縮だったのですね。胸がシンとし

ました。おにぎり、きっと作りたくなるよ。み

んなでたべよ！ 

                             

 

 

    

201201201201２２２２年年年年    松阪地域松阪地域松阪地域松阪地域チャイルドラインファンドチャイルドラインファンドチャイルドラインファンドチャイルドラインファンド        
 

チャイルドラインＭＩＥネットワークでは実施に関わる団体が、

募金などファンドの目標を立て、様々な取り組みをしています。 

ご協力をお願いいたします。 

●長崎 島原手延べそうめん・うどん各種セット  

2,850 円～3,550 円 

●カテキン茶 ５０パック          1,800 円 

●すらいすエリちゃん            500 円 

 

 

ロビーも楽しい！！ １６：００～１６：５０ 

白カレー・赤カレー・パン・お菓子などの販売や折り紙
体験など盛りだくさん！  
＊（特）松阪子ども NPO センターのコーナーにもぜひ

お立ち寄りください。 

 

今年今年今年今年のののの    
シェイクスシェイクスシェイクスシェイクスピアはピアはピアはピアは    

ぜひぜひぜひぜひ親子親子親子親子でででで！！！！   


