
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（特）松阪子ども NPOセンター 
 15周年へ向けてのパーティー 
 

日時：1月 11日（土）13時～16時  

会場：松阪公民館１階 参加人数：大人 25人 子ども 1人 
 
（特）松阪子ども NPO センターは今年 7 月に NPO 法人として 15 年目に入ります。そのプレ企画として、

当センタ－のファミリーサポートセンター事業やチャイルドライン事業など各事業に関わるサポーターやボラン

ティアが集まり、手づくりの昼食やデザートを食べながら歓談しました。松阪子ども NPOセンタ－クイズでは、

当センターの歴史や活動内容などにも触れました。前身である松阪子ども劇場から 30 年以上関わっている方や、

「子どものためだけではなく、自分と向き合うための関わりになっている」「友だちの声掛けから始めたがいろい

ろな体験ができてよかった」という声が聞こえ、普段は会わない人々がセンターをとおしてつながっていること

を実感しました。今後も子どもと大人が育ち合い、人と人がつながっていく地域づくりを目指していきたいと思

います。 

 

 
里親説明会開催 

 

 

何らかの事情で家庭で生活の出来ない子どもたち

を自分の家庭に迎え入れ養育する里親制度がありま

す。家庭での生活を通じて、子どもが成長するうえで

極めて重要な特定の大人との愛着関係の中で養育を

行うことにより、子どもの育ちを保障する有意義な制

度です。里親制度をより広く知っていただくために説

明会を開催します。ぜひ、ご参加ください。 

 

日時 2014 年 3 月 8 日（土） 

1０：３０～12：００  

場所 松阪市市民活動センター 大会議室 

内容 里親制度の説明、里親の方の体験談  

質疑応答 

主催 三重県 
 

ＮＯ.５９ 201４年２月１日 

  

 

特定非営利活動法人松阪子ども NPOセンター 

 

まつさかファミリーサポートセンター 

平成２５年度ステップアップ講座と交流会 
 
今回のステップアップ講座は数年にわたり、援助会員

養成講座で講義していただいた河合卓子さんに、子ども

の気持ちを受け止めることや、心と心が通い合う関わり

方についてお話していただきます。その後交流会を開催

し、お茶を飲みながら子育ち・子育てについて話し合い

たいと思いますので、ぜひご参加ください。  
日程 ２０１４年３月８日（土） 
場所 松阪市市民活動センター 大会議室 
対象 援助会員・両方会員・依頼会員 

 
〈ステップアップ講座〉 

時間 １３：００～１５：００ 
内容 「子どもの心に寄り添う」 
講師 河合卓子さん 

〈交流会〉 
時間 １５：１０～１６：４０ 
内容 グループトーク（お茶・お菓子での交流） 

 

 

 

庭ですずめを見かけました。寒さをしのぐために羽を膨らませて真ん丸になった、ふくらすずめ。「福良雀」と

も書くそうです。縁起の良い名前ですね。すずめたちがスリムになるのはまだ少し先になりそうですが、手洗い

やうがいなど、風邪の予防もしっかりとしながら春が来るのを待ちましょう。 

 

 

おしらせ 

Q．松阪子ども劇場時代もあわせて何年目？     A．39年目 

Q．松阪ファミリーサポートセンターの会員数は？  A．596人 

 

活動の報告 

【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 



                            
 

【賛助団体会員】 ・学習塾 双葉 ・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 

・井口小児科 ・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 

・医療法人 イワサ小児科 ・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 

・うれしの 太田クリニック ・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 

・おおたクリニック ・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 

・大久保クリニック ・医療法人 たるみ内科胃腸科 ・健康体操 ひまわり会 ・他一団体 

・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 ・株式会社 富士土地  

●チャイルドラインＭＩＥ 
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 
子どもだけが相談できる 
17 歳まで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） 

  
           

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 

 

『葉っぱのあかちゃん』 
 

平野隆久 写真・文 

岩崎書店 

主な対象 幼児～一般 

 

もうすぐ立春。寒い毎日が続きますが、あち

こちで春の準備がなされているのですよね。ほ

ら、こんな木の葉たちも！うぶ毛やうろこにお

おわれて「葉っぱのたまご」みたいでしょ。少

しずつあたたかくなるにつれて「たまご」たち

も成長します。赤ちゃんになってみんなの前に

生まれてくるのももうすぐ。きっと新緑の季節

を夢見ているのでしよう。ねっ！「葉っぱのた

まご」見に行ってみない？ 

 ●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 

１月末会員数 ：１２９名 うち支援会員８６名 賛助団体会員 2６団体（３０口） 

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 

 

チャイルドラインチャリティー映画 

「ｈaｐpｙ－しあわせを探すあなたへ」 
日程：2014 年 2 月 9 日(日)  
場所：農業屋コミュニティ文化センター 
上映時間 
午前の部：10 時 30 分～  
午後の部：13 時 30 分～  
夜 の 部：18 時 30 分～ 

参加費：大人 1,000 円  
子ども小学 1 年生～18 歳 700 円 
（当日 200 円増） ※未就学児は入場できません 

託児：午前の部・午後の部  各 10 名（先着順・要予約）

託児料 1 人 500 円 

 

 

 
 
 

チャイルドラインは「子どもの心を受け止める１８才

までの専用電話」です。子どもたちのフリーダイヤルの

通話料は支援会費や寄附で支えられています。一人でも

多くの方からご支援をいただくことで、フリーダイヤル

を継続していきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

●年間３,０００円（１ヶ月２５０円）の支援会費で 

５人の子どもが１５分間通話料無料で話ができます 

支援会員 

・団体  年１口  10,000 円 

・個人  年１口    1,000 円 3 口以上 

 

 

 

２０１３年 
１２月１日（土）じばさん三重 視聴覚室 
        ①10：３０ ②14：00 ③18：00 

ＮＰＯ法人体験ひろば☆こどもスペース四日市 
Tel/Fax:０５９－３２１－０８８３ 

２０１４年 
1 月 19 日（日）いせシティプラザ 

①14：30 ②17：00 
（特）三重みなみ子どもネットワーク 

Tel:０５９６－２８－５６９２ Fax:２８－５６７９ 
１月２６日（日）桑名市中央公民館２階大研修室 

①１０：００ ②１３：００ ③１５：００ 
（特）くわな子どもネット 
Tel/Fax：０５９４－２１－０５０１ 

２月 ８日（土）ジェフリー鈴鹿 
①１０：３０ ②１４：００ ③１６：００ 
（特）こどもサポート鈴鹿 

Tel/Fax：０５９－３８３－１３２２ 
２月１６日（日）熊野市文化交流センター 交流ホール 

①１３：３０ ②１７：００ 
（特）子どもステーションくまの 

Tel:０５９７－８９－５６３３ Fax:８９－５６４３ 
２月２３日（日）人権センター 多目的ホール 

①１０：３０ ②１４：００ 
（特）津子どもＮＰＯセンター  

Tel:０５９－２３１－００１２ Fax:２３１－００１３ 

午後の部の映画を観た後 
それぞれが感じた幸せに        
ついて語る 
『しあわせトーク』開催 
（15 時～16 時 30 分） 

mailto:info@mknpo.jp

