
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童養護施設入所児童への学習支援事業 
 

三重県より三重県子どもNPO サポートセンターが事業を受託し、三重県内の児童 

養護施設 12 施設、約 150 名の小学生を対象に学習支援を行っています。 

この事業は平成 23 年 11 月から始まり、今年 4 年目を迎えます。松阪子ども NPO センターでは 2 施

設を担当し、22 名の子どもに対して 15 名のサポーターが支援に行っています。この支援は、１週間に１

度決まった曜日と時間に、担当する子どもと宿題を中心に 1時間を一緒に過ごします。宿題が早く終わった

ら、復習したり、絵本を読んだり、折り紙・工作をするなど、子どもと相談をして残りの時間を過ごしてい

ます。回数を経ながら少しずつゆっくりと関係づくりをしています。サポーターにとって、子どもと向き合

うことで、自分の気持ちを見つめる機会にもなっています。月に 1 度行われるふり返りでは、サポーターが

集まり気持ちを共有しながら、子どもとどう向き合い、寄り添うかを話しています。 

 子ども 1 人ずつに違うサポーターが担当することが理想ですが、それにはサポーターがまだ足りません。

自分もやってみようかなと思われたり、興味がある方は事務所までご連絡ください。 
  

 

子どものためのシェイクスピア 
 

「ハムレット」 
 
シェイクスピア生誕 450 年の今年の作品は、四

大悲劇の一つ「To be or not to be, that is the 
question.」（生きるべきか死ぬべきか）の台詞で有
名な「ハムレット」です。子どもも大人も楽しめる
シェイクスピア劇として多くのファンを得ている
“子どものためのシェイクスピア”シリーズです。  
主催：（特）三重県子ども NPO サポートセンター 

日程：7 月 27 日（日）開演 17:00（開場 16:30） 

終演 19:15(予定) 

場所：三重県総合文化センター中ホール 

対象：小学生以上 ◎未就学児は参加できません 

 ※未就学児の託児あり：要予約 託児 1,000 円 

参加費：１階指定席 

大人 【会員】5,300 円 【一般】5,800 円 

子ども【会員】2,500 円 【一般】2,800 円 

２階自由席（大人・子ども同額） 

【会員】2,500 円 【一般】2,800 円 
 
☆会員とは当センターの会員(ボランティア会員を
除く)とチャイルドライン MIE ネットワーク支援会
員のことです 
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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 

 

度会郡・大台町ファミリー・サポート・センター事業 

提供会員養成講座 受講者募集 
 
子育てを助けて欲しい方（依頼会員）の要望に応じて、

子育てのお手伝いができる方（提供会員）の養成講座を開
催します。子どもが好き、子どもと関わる活動がしたいと
思っている方、子育て中の方、お孫さんを預かっている方
も子育てに役立つ基礎知識を学んでいただけます 
ので、ぜひ、受講してください。 

 
 
 
 
 
 
 

 
場所：大台町子育て支援センター（健康ふれあい会館内）  
対象：玉城町・度会町・南伊勢町・大紀町・大台町内およ 

び近隣市町に在住する 20 歳以上の方で、受講後に 
提供会員として登録していただける方。 

募集人員:30 名（先着順） 
受講料：無料。ただしテキスト代 2,500 円受講者負担 
託児：無料。申し込み時にご相談ください。        
○お問い合わせ先 

みえ子育て支援･緊急サポートネットワーク南勢志摩地域センター 

（玉城町･度会町･南伊勢町･大紀町）TEL&FAX 0596－23－3938 

（大台町）             TEL&FAX 0598－20－2938 

 

 

爽やかな風の中を、鯉のぼりが元気に泳いでいます。水が引かれた田んぼもキラキラと輝き、すがすがし

い気持ちにさせてくれます。子どもたちは新しい生活に慣れたころでしょうか。体調を崩さないように気を

つけて、元気に過ごしましょう！ 

 活動の報告 

平成 26 年度 提供会員養成講座内容 

５月 24 日(土)開講式・オリエンテーション／提供会員の役割 
と心得／小児看護の基礎知識／子どもの遊び    

5 月 25 日(日)保育の心／身体の発達と病気／会則・活動記録
等の説明                   

5 月 31 日(土)発育と発達・障害について／子どもの栄養と食 
生活 

６月  1 日(日)子どものけがの予防と応急処置／講座をふりか
えって（グループで話し合い）                         

 
 
 

おしらせ 

 
会員先行発売開始！ 

5 月 1 日～ 
一般 5 月 25 日～ 

http://www.saito-comfort-shop.jp/_src/sc2268/wepi20P5.jpg


                           
 

【賛助団体会員】 ・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 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 

・医療法人 イワサ小児科 ・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 

・うれしの 太田クリニック ・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 

・おおたクリニック ・医療法人 たるみ内科胃腸科 ・健康体操 ひまわり会 ・鎮守の森を夢見る会・その二 

・大久保クリニック ・医療法人 地主矯正歯科クリニック ・株式会社 富士土地 ・他一団体 

・岡田パッケージ株式会社 ・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  

●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） 

  
           

「第８回 松阪撫子どんな花？祭り」に 

子どもフリーマーケットで参加します！ 
 
日程：2014 年５月２４日（土） 

10：00～：15：00 

場所：ベルタウン中通りを中心に市街地一帯 

主催：ミズ・ネットワーク松阪 

 

 

 

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 

 

 

～子 ど も 支 援 者 養 成 講 座～ 

子どもの心を受け止める子ども専用電話  
チャイルドライン MIE「受け手養成のための講習会」 

        
チャイルドラインは、指示しない・指導しない・傾

聴することで、かけ手である子どもがエンパワーメン
トすることを支援する電話です。松阪市内でも実施し
ています。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。子ども支援に関わる方にも
資質向上研修に活用していただけます。 
 
場 所：三重県津庁舎 6 階（津市桜橋 3-446-34）                
参加費：大人   6,000円 

ユース 3,000円（12歳～25歳まで） 
1 プログラムのみ 2,000 円 

 
日程 

6 月 1 日(日)「チャイルドラインとは」  

7 日(土)「子どもの権利条約批准 20 周年とチャイルドラ

イン」「依存症からの回復とエンパワーメント」  

8 日(日)「子どもたちに性の問題を正しく伝えるために」

「いじめと不登校 経験と活動からみえること」 

14 日(土)「子どもにはチカラがある～子どものエンパワ

ーメントを支えるおとなの役割～」 

 「性は、I'm OK You're OK から」 

15 日(日)「子ども虐待」「思春期外来」 

21 日(土)午前「コミュニケーションの体験」 

午後「子ども時代に立ち返るワークショップ」 

 

 

 
『獣の奏者  闘蛇編Ⅰ』 

 

上橋菜穂子 作 

講談社 

主な対象 高学年～一般 
 
先日、国際アンデルセン賞を受賞された上橋さ

ん。作家賞としては、まどみちをさん以来２０年
ぶりの日本人受賞です。そして歴代このお２人の
み！すばらしい偉業です。数ある上橋さん作品の
中でもこれはアニメ化などで有名になりました
が、ぜひ原作を読んでいただきたい。１０代から
７０代までファンがいらっしゃるという事実か
らもうなずけるように、生きる意味を問う本書に
は混とんを生きる現代の大人をも鷲掴み（わしづ
かみ）にする力あり！最終巻まで息をつかせぬ展
開です。ぜひ、中高生にも！！オススメです。 

 ●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 

 

４月末会員数 ：114 名 うち支援会員 80 名 賛助団体会員 25 団体（29 口） 

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 

 

みんなでお店にきてね！ 
まつさかにぎわいまつり
やまちなか音楽祭などい
ろいろありますよ。 

 
 

mailto:info@mknpo.jp

