
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第８回 松阪撫子どんな花?祭り  
子どもフリーマーケット           

日時：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  参加者数：小学生 10名（6ブース） 
 

事前に子ども会議を開き、出店のルールやどんなお店にしたいかなどを子どもたちで話し合い決めて当日を

迎えました。使わなくなったおもちゃや衣類のほか、手作りの髪飾りやぬいぐるみなど様々な商品を並べて、

開店の準備が出来たところで、このフリーマーケットのことを知らせる看板も自分たちで作りスタートしまし

た。自分のお店の商品を買ってもらえるよう、お客さんに足を止めてもらえるよう、大きな声で呼びかけたり、

売れ行きに合わせて商品の並び替えをしたり、それぞれ工夫を凝らしていました。 

子どもたちが失敗せずにちゃんとできるのか、不安そうな保護者の姿もあり、ついつい手出し口出ししてし

まう親も見られました。親の思う様には動いていないかもしれないが、子どもが自分で考え、自分で決める体

験の機会を奪わないことの大切さなど話し合いました。思うように商品が売れた子も売れなかった子もこのよ

うな体験が生きていく力になっていきます。 

 
(特)松阪子どもＮＰＯセンター  ２０１４年度 第１回通常総会開催  

201４年６月６日（金）19 時より (特)松阪子どもＮＰＯセンター事務所にて開催致します 

 

ＮＯ.６３ 201４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】 
特定非営利活動法人 松阪子ども NPOセンター TEL/FAX ０５９８-２０-１５１１ 

子どものためのシェイクスピア 
 
日時：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 
主催：（特）三重県子ども NPO サポートセンター 

 

 

爽やかな初夏の風に、青葉が揺れています。長袖から半袖にかわる子どもたちの足どりも軽やかになりそうで
す。雨の日などは気温も変わりやすく、湿気も多くなってきます。風邪予防、食中毒予防をしっかりとして、体
調をくずさないように気をつけましょう！ 

 

 

劇場体験わくわくツアー 
  
 
｢子どものためのシェイクスピア｣事前企画、

小学生のみなさんを対象としたツアーです。三
重県総合文化センターの中ホールを、客席か
ら、舞台から、裏方の現場から、いろいろなシ
ーンを体験できます。好奇心旺盛なみなさんに
ピッタリなイベントです。ワクワクしてみませ
んか？ 
 

日時:２０１４年７月２３日(水)  

13:00～17:00 

場所：三重県総合文化センター 中ホール 

対象：７／27 のハムレットを観劇する小学生 

募集人数：５名 先着順 

参加費：1,500 円(電車交通費を含む) 

＊参加者には後日詳細をお知らせします。 

おしらせ 

「MieMu」見学＆｢ハムレット｣観劇バスツアー 
 
｢子どものためのシェイクスピア｣当日企画、子どもも大人も対象

としたバスツアーです。この春オープンした「三重県総合博物館
（MieMu：みえむ）」を見学して三重県を丸ごと知っちゃおう！三
重県総合文化センター中ホールロビーで行われるたくさんの楽し
いお店・おいしいお店を堪能しよう！そして「ハムレット」を観劇
しよう！！ 
2014 年 7 月 27 日(日) 1３:00～21:00 
対象：小学生以上  募集人数：20 名 先着順 
参加費：大人 8,800 円 子ども 5,800 円 

＊ハムレットチケット代含む。18 歳以下子ども料金です。 
MieMu の入場料は各自ご負担願います。 
（一般 510 円・子ども無料） 

行程予定: 13:00 松阪駅集合 
13:45 三重県総合博物館 MieMu 見学 
15:40 ロビー企画を楽しもう 
17:00 ハムレット観劇 
19:45 バスで松阪へ出発 
21:00 松阪駅で解散 

 

  

 

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 
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 
☆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 

 

 

 

活動の報告 

 

 



  
                          

 

【賛助団体会員】 ・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 

 

・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  

●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） 

  
           

 

 

 

毎月１１日の「イオン・デー」に、レジ精算の際

受け取った黄色いレシートを、『マックスバリュ川井

町店』様にある専用ＢＯＸに入れていただくと、合

計金額の１％相当の希望商品で還元されます。 

        ご協力よろしくお願いします。 

 
 

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」 

 
『わたしのいえ』 

 

たかはしなおこ 

ブロンズ新社 

主な対象 幼児～一般  

 

「わたしのいえ→」と、道に書きながら友だ
ちを誘ったゆうこ。さぁ、ちゃんと待ってる友
だちはくるかな？予期せぬ展開にびっくり！
でも、考えてみれば全く不思議じゃないできご
とに思えるのは、著者なおこさんの力。ひたす
ら努力し確実な観察眼で描き込まれた“いなか
の風景”。その写実性があるからこそ、現実と
ファンタジーが地続きとなっているのですね。
自然描写も、子どもたちのかわいさも、誠実な
あそび心もすべてが懐しい縁側に凝縮されて、
思わずほお

．．
も涙腺もゆるんでしまうのです。大

人、必読！子どもってスゴイよね。 

 ●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 
 

５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 

(特）松阪子どもＮＰＯセンター 
のＢＯＸにいれてね 

 

参加者募集中! 

mailto:info@mknpo.jp

