
 

 

 

 
今後ニュースをメールで受け取り希望の方へ 
件名に会員番号とフルネーム、本文に「ニュースをメールで受け取り希望」と入れていただき、 
配信希望のアドレスから kodomo21@zb.ztv.ne.jp に送信をお願いします。 

❤

７月２４日（日）「我が家の防災を考える」～家具を凶器にしないために～ 

 大人３人、子ども４人、提供会員４人の方が申し込まれましたが、このところのコロナ感染者数の増加の

ためにやむなく延期することにしました。 

今回の企画の打ち合わせで、講師の中川眞由美さんが言った「避難所の確認や非常食、

非常持ち出し物の準備などが整った時点で大丈夫！と安心してしまうけど、すべて”

命“が助かってこそ役に立つもの」と言われた言葉に”はっ“とした私でした。 

様々な人と話し、疑似体験し、想像することの大切さを子どもたちと一緒に体験で

きなくて残念でしたが、同じ内容で今年度中に実施する予定です。日程が決まりまし

たらお知らせいたします。 

 

❤

新型コロナ感染防止のため今回も託児無しでの実施となりますが、依頼会員の方にも受講していただきた

い内容ばかりです。ぜひご検討ください。

と き 時 間 講 座 項 目 講 師（敬称略） 会場 

8／20 
（土） 

9:20～ 開校式 オリエンテーション アドバイザー 

3F 
研修室 

9:30～12:30 
子育て支援サービスを提供するために 
児童虐待と社会的養護 

秋山則子  
㈵三重みなみ子どもﾈｯﾄﾜｰｸ 理事長   

13:30～15:30 子どもの遊び  
山野栄子  
㈻大橋学園ﾕﾏﾆﾃｸ短期大学 教授 

15:40～17:10 
子どもの生活へのケアーと援助 
伊勢市の子育て支援 

伊勢市子育て応援課   
保健師 

8／21 
（日） 

9:30～12:30 
事故による子どもの傷害- 

実態・予防・応急処置- 
心肺蘇生法 

日本赤十字社三重県支部  
看護師  

13:30～16:30 身体の発達と病気 
羽根靖之  
はね小児科医院 院長 

8／27 
（土） 

10:00～12:00 小児看護の基礎知識 
岡田まり  
㈱ｼｪﾈﾗｽ訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝほたるいせ 管理者 

3F 
文化 
交流室 

13:00～15:00  保育の心 
堀川美子  
育児支援アドバイザー 

15:10～15:40 会則／事業説明 
倉木紀子  
アドバイザー 

8／28 
（日） 

9:30～12:30 子どもの栄養と食生活 
馬場啓子  
管理栄養士 

13:30～16:30 
心の発達と保育者のかかわり 
障害のある子どものかかわりについて 

山口昌澄  
㈻高田学苑高田短期大学子ども学科 教授 

9／4 
（日） 

9:30～12:00 講座をふりかえって 
秋山則子  
㈵三重みなみ子どもﾈｯﾄﾜｰｸ 理事長 

3F 
研修室 

提供会員 68人 依頼会員143人 両方会員 3人 合計214人 2022年 7月末現在 
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❤

今年もNPO法人チャイルドヘルプラインMIEネットワーク主催の「子ども支援者養成講座」のビデオを

使わせていただき、提供会員の研修会に位置づけました。 
 

 〇１０月３０日（日） ９：４５～１１：４５（受付９：３０～）会場：いせトピア 文化交流室 

・講師：浜田進士（子どもの権利条約総合研究所 関西事務所 所長） 

「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～」 

〇１０月３０日（日） １３：３０～１５：３０（受付１３：１５～）会場：いせトピア 学習室３ 

・講師：飯田順三（奈良県立医科大学 名誉教授／医療法人南風会万葉クリニック 子どものこころセ 

ンター絆 センター長） 

   「思春期外来の現場から」 
 

 １講座につき１，５００円＋資料代実費が必要です。ファミサポから参加費の一部を補助させていただき

ます。 

講師お二人の長年の子どもとの関わりの中で実感されたお話は、深く心にしみてきます。 

※今回は依頼会員の方も参加が可能です。ただし参加費補助はありませんのでご承知おきください。 

２０２２年度今後の予定 

・第２回提供会員養成講座 ２/１８(土)・１９(日)・２５(土)・２６(日)・３/５(日) 

・研修会  〇９/４（日）午後 チャイルドシートの安全な取り付けとその必要性（ＪＡＦ）   

〇３/１２（日）予定 ヒヤリハット関連 

・交流会  〇１１/２７（日）午前 伝えていきたい行事食 

〇日程未定「我が家の防災を考える」～家具を凶器にしないために～ 
 

❤

厚生労働省子ども家庭局長より、ファミリー・サポート・センター事業においても自然災害の時における

安心・安全な体制づくりを考えるよう働きかけがありました。近年の各地の自然災害のニュースを見ると、

地震・台風・集中豪雨・土砂崩れ・噴火等、誰が見舞われてもおかしくない状態です。活動時に発生する可

能性も十分にあります。 

今後、皆様の活動を支援していくために、交流会やニュース等で会員の皆様にお知らせしていきますので、

ご確認よろしくお願いいたします。 

 今回は、会員の皆様に下記の情報を参考に、ご自宅の被害想定の確認をしていただきたいと思います。 
 

【情報入手先】 

伊勢市危機管理課で「伊勢市防災マップ令和４年改訂版」がもらえます 

国土交通省「わがまちハザードマップ」 https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/index.html   

国土交通省「重ねるハザードマップ」  https://disaportal.gsi.go.jp/maps/index.html 

国土交通省「地域別浸水シミュレーション検索システム（浸水ナビ）」https://suiboumap.gsi.go.jp/ 
 

＊塾への送迎時に通る道路や提供会員宅にお迎えに行くときの道路状況等、活動内容にかかわるルートの情

報もご確認いただき、浸水が考えられる場合は、回避する方法も確認しておいてください。 

＊避難先の確認とルートも事前に確認しておく必要があります。 
 

❤

今年度の講座が無事終了しました。たくさんの方に参加していただき、子どもたちのことを一緒に考えて

もらえる仲間が増えた事頼もしく感じています。 

以下、今年度末まではオンラインやビデオを通じて講座を視聴していただけます。興味のある方は是非お申

し込み下さい。 



ビデオでのｗｅｂ配信は８月１日からスタートしています。対象の講座は 

  浜田進士先生 （子どもの権利条約総合研究所 関西事務所 所長）  

  飯田順三先生 （奈良県立医科大学 名誉教授 ／ （医）南風会万葉クリニック 子どものこころ

センター絆 センター長）  

  市川岳仁先生 （（特）三重ダルク 常務理事）  

  喜多明人先生（早稲田大学 名誉教授 ／ 子どもの権利条約ネットワーク 代表）  

この４講座です。インターネット環境があればいつでもどこでも何度でも受講が可能ですので、こちらの

方もお申し込みお待ちしています。参加費は１講座につき１，５００円です。 

★受講お申し込みは、HP（右QRコード）からお願いいたします → 

https://childhelplinemie.net/online/ 

『 』 

みんみんネット事務所でもビデオ講座を以下のとおり予定しています。人数に制限がありますが、ご希望

の方はみんみんネットまで連絡下さい。 

・９月１１日（日）１０：００～１２：００ 思春期外来の現場から 

         １３：００～１５：００ 依存症からの回復とエンパワーメント 

・１０月９日（日）１０：００～１２：００ 子ども虐待 

         １３：００～１５：００ 子どもの権利と性～生と性を伝える 

こちらは受講料１，５００円と資料代実費が必要です。 

チャイルドライン担当：池田 

 

❤  

 
 

ある漫画家が自分の子どもの日常のエピソードを長期にわたり漫画に描いていました。当時は子育てに悩

んでいる親たち等たくさんの読者の共感を得ており、私もその漫画を親目線で、「こんな事ってあるよね～」

と読んでいました。 

後日談としてその子どもが母親に自分の事を描くのをやめて欲しいと訴えたのにやめてもらえず、そのこ

とでいじめなどにあいながら嫌な思いをして子ども時代を過ごし、成人後の今でも母親に対する不信感が消

えずにいるという記事を目にしました。 

その記事を見た時に、少し心が痛みました。なんだか共犯者になったような気持ちになりました。 

子どもが、やめて欲しいと訴えているにもかかわらずに世に出してしまった母親。 

母親の名前が世間に知れていたので自ずと子どもも誰か分かってしまったのです。 

 

 
第16条 
 
１ いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉

され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。 

２ 児童は、１の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。 

 

https://jp.freepik.com/free-photos-vectors/school 



ごく近しい人たちの間で子育てに悩んだ時や、面白エピソードで子どもの事を話すのはよくある事ですが、

そのような話を知り救われる人も居たりもするし、実際私自身も思い当たります。たまたま広まらずに済ん

でいるので問題視されずにいます。でも、子どもにすれば、自分のことを大人が勝手に話して笑っている。 

大人は子どものやっていることを「かわいい」と思っているし、子どもは自分のものだと思っている（１個

の個人だと思うと躊躇するかもしれません）ので罪悪感はない。 

子どもの権利条約における根源的な理念として 

・生命、生存及び発達に対する権利（命を守られ成長できること） 

・子どもの最善の利益（子どもにとって最もよいこと） 

・子どもの意見の尊重（意見を表明し参加できること） 

・差別の禁止（差別のないこと） 

この「４つの原則」を常に肝に銘じて、親も含め周りの大人が子どもの意見、考えを尊重しながらこの発達

したインターネット社会の中で子どもに不利益にならないような配慮が必要だと強く思いました。 

担当：池田 

 

❤

♪大杉谷自然学校 事前に申し込みが必要です ⇒ HP：https://osugidani.jp/

 
◎おおすぎっ子クラブ 
・9／10(土)魚捕りの罠を作ろう！  
 時間：10：30～15：00  定員：小学生と家族30人 集合解散場所：大杉谷自然学校 
 
◎わくわく宮川デイキャンプ 
・8／23(火) 
 時間：10：40～18：10  定員：小 1～中3 30人  集合解散場所：大杉谷自然学校 
 
◎おおだい森のようちえん(通年募集) 9／17、11／19、12／17 すべて土曜日 
   定員：40人 時間：10：30～14：30  

参加：2016／4月 2日～2019年4月1日生まれのお子さんとその家族 
   場所：子ども王国(大台町) 
 
◎山と川のようちえん㏌子ども王国(通年募集) 10／8、12／3、1／21 すべて土曜日 
   定員：40人 時間：10：30～14：30  

参加：今年度3才になるお子さんとその家族 
   場所：子ども王国(大台町) 
 
◎家族で川遊び  
・8／21(日) 定員：家族・一般 45人 ／ 時間：10：30～15：00   集合解散場所：大杉谷自然学校 
 

 

♪子ども服のリサイクル交換コーナー（無料）常設中 （もらっていくだけでもOK よ！） 
♪毎月 11 日はイオンのイエローレシートの日!!（イオン伊勢店、マックスバリューララパーク店のみんみんネットBOXにイ

エローレシート入れて下さいね<m(__)m>） 
♪使用済みインクカートリッジ(純正のみ)回収にご協力を！！ 
チョコレート・カテキン茶・乾燥あげ・こんにゃく・野田あられも買っていただくことでチャイルドライン
への寄付金になります！ ご入用の方はみんみんネット事務所までお問合せ下さい。 

 

 

≪発行≫ いせファミリー・サポート・センター 
〒516-0037 伊勢市岩渕 2-3-13 NPO 法人三重みなみ子どもネットワーク（みんみんネット）内 

TEL：0596-28-5692 FAX：0596-28-5679  
e-mail kodomo21@zb.ztv.ne.jp 
URL https://kodomo21.com/famisapo/ 新しくなりました！ 
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