
    
✦定期的にお願いしている援助の場合でも、お互いの確認のために月が変わる時には改め

て一ヶ月分の援助の依頼を援助会員さんにして下さい。ご協力お願い致します。 

 

✦援助依頼のキャンセルをする場合、わかり次第、速やかに援助会員さんに連絡を入れて下

さい。 

 

✦援助依頼をしたら必ずセンター迄①会員番号②保護者の名前③お子さんの名前➃援助会

員名⑤依頼日時⑥援助の内容の 6 項目を入れた事前報告をお願い致します。 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  平成２７年度第２回 

★援助会員フォローアップ講習会★ 

（仮題）「ヒヤリ・ハット事例検討会」 

日時   平成２8 年１月２９日（金） 

     10:00～12：00 

場所   所沢まちづくりセンター 

中央公民館 学習室 8，9  

 

 

※詳細は後日ハガキにてお知らせします 

 

所沢市ファミリー・サポート・センター 
 

ふぁみさぽ通信 

会員登録のお申込み・お問い合わせは 
所沢市ファミリー・サポート・センター（社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会  ） 

〒359-1143 所沢市宮本町 1-1-2 旧庁舎 1 階 TEL：04-2921-0070 FAX：04-2921-0076 

                        E-mail：0070f@toko-shakyo.or.jp 

開所日：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時 

発行 
２０１5 年 11 月 1 日 第２9 号 

所沢市社会福祉協議会（旧庁舎内） 

所沢市ファミリー･サポート･センター 

〒359―1143所沢市宮本町１―１―２ 

  ＴＥＬ：０４－２９２１－００７０ 

  ＦＡＸ：０４－２９２１－００７６ 

e-mail  0070f@toko-shakyo.or.jp 

利用会員・援助会員募集中!! 

今年度ファミサポで新しく始めた広報活動にポスティングがあ

ります。養成講習会の受講生募集や利用会員募集のチラシを直接 

各戸へ。数名の方から反応を頂いた時はガッツポーズでした。今

後もし自転車や徒歩でポスティングしているアドバイザーを街

で見かけるような事があったら是非、声をかけて下さい！ 

編集後記・・・ 

利用会員の皆さま 

 

  

 

日時 12月 11日（金）10時～11時 30分 

場所   所沢まちづくりセンター中央公民館 学習室 6  

 

 

 

  

 

所沢市緊急サポート事業・ファミリーサポート事業 

★合同援助会員養成講習会★ 

日時  12 月１日（火）～４日（金）  

9:30～16：30（全 4 日間） 

 

場所  所沢まちづくりセンター 

中央公民館 学習室５ 

 

 

 ※ファミリー・サポート・センターの援助会員には

免除の講座があります。（要問合せ） 

 ※ファミサポの援助会員と緊急サポートの資格を

併せて持つことで、援助の幅も広がります。この

機会に是非、受講をお願い致します。 

※11月 30日（月）応募締切、先着 20組  
 

 

 ✦同封致しました、ヒヤリハットの報告書は、１月のフォローアップ講習会の参考資料に 

させて頂きます。どんな些細な事でも構いませんので、ご記入の上 12 月 15 日（火） 

迄にセンター回収箱、又は Fax か郵送にてご提出下さい。ご協力お願い致します。 

 

✦12 月 11 日（金）のクリスマス会は初の試みとして所沢まちづくりセンター中央公民

館で開催することになりました。歌あり遊びあり工作ありの楽しい企画になっています。

当日援助会員さんの参加、見学大歓迎です。又、日頃援助をされている利用会員さん親

子への声掛けも是非お願い致します。援助会員と利用会員一緒にクリスマスのひととき

を楽く過ごしましょう！ 

参加申し込みは電話、メール、Fax にてお願い致します。 

一人でも多くの援助会員さんの参加お待ちしております。 
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援助会員の皆さま 

センターからのお願い 

・親子で楽しむクリスマスカード作り 

・「ポカポカ」さんによる、クリスマスの歌と

踊り  

手遊び歌など楽しい企画が盛りだくさ

ん！ 

 

 

「ポカポカ」さんって？  

音楽を通して子ども達の魅力と可

能性を最大限引き出すことを目的

に全国にコンサートを届けている音

楽団体です。３人のメンバーから今

回は２人ファミサポに来てくれます

よ！ ♩♩♬♪ ♩♩♬♪ 

 

 

 

 

申し込み   保護者、お子さんのお名前と年齢,電話番号を記入の上,下記迄！ 

Tel 04-2921-0070 Fax  04-2921-0076 

              Mail  0070f@toko-shakyo.or.jp 

 

mailto:0070f@toko-shakyo.or.jp


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

H26年度  活 動 実 績 

ｓよくごｗ 

 
〜8月の援助活動報告書より〜 

 

手遊びしたり 折り紙や手作りおもちゃなど 

どんな物でも子どもの遊びになることを再認識

しました。子どもの遊びたい気持ちに寄り添っ

て行けたらと思いました。 

「子どもの遊び」受講生の感想より 

 

「ファミサポ活動におけるリスクマネジメント」 

 

 ファミサポ活動中の事故の特徴、リスクマネジメン

ト、事故後の対応、法的責任、補償制度等についての

講義を聞いた後、グループに分かれて危険予知トレー

ニング（KYT）を行いました。 

 援助会員の方々の関心の高さが伺われ、いずれのグ

ループも活発な意見交換が行われていました。 

講師：女性労働協会 小林 恭子氏 

援助会員 54名参加 

 

平成 27年度前期ファミサポの行事の様子 

第一回援助会員フォローアップ講習会 

 

第一回援助会員養成講習会 

 

 

平成２７年６月 22 日（月）23 日（火） 平成２７年 7 月 3 日（金） 
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① 子どもは抱き癖がつくから泣いてもあ

まり抱っこはしない 

②お風呂上がりは喉が渇くから白湯をあ

げる。 

③ 離乳食の初めは果汁をスプーンで口に

運んで、口を開けるようになるのが目

安。 

➃1 歳頃には断乳。（からしを乳首に塗る

と効果的） 

⑤おむつはなるべく早く取る。 

 

① 子どもとの深い愛情を育むためにも沢山抱っこをす

ることが大切。 

② お腹いっぱいになるからお風呂上がりも白湯をあげ

ずミルクか母乳をあげる 

③ 果汁の甘さに慣れると薄味の離乳食を食べなくなる

から果汁はあげない。離乳食は焦らず 6ヶ月頃か

ら開始 

➃ 断乳ではなく卒乳。母乳は子どもが自分 

から欲しがらなくなるまであげていい。 

⑤ おむつもゆっくり幼稚園入園前頃迄に 

外すのが主流 

今の子育てはちょっぴり違う⁉（養成講習会 保健センター講習資料より） 

 

 

 

 

とても元気です。準備万端、満面

の笑みを浮かべて待っていてく

れました。果物を食べる時のお顔

は最高です！よく遊びました。 

 

1才 7ヶ月男の子：援助会員宅での預 

かりと利用会員宅への送迎 

折り紙でカメラを作るとすぐに覚え

て、家族の分を作りました。お互いに

撮ったり自撮りをして遊びました。

ママのお迎えに来た姿を「パチリ」 

S 君もママも笑顔がこぼれていまし

た。 

７才 1 ヶ月男の子：学童迎えと援助会員宅

での預かり 

での預かり 

M ちゃん元気に夏休

みを過ごしているよ

うです。今日は学童で

カレーを作るそうで

す。美味しく出来たか

な？ 

７才女の子：学童保育前

の預かりと送り 

迎えに行くと玄関まで出てきて抱きついてくれ

ました。靴を自ら出して履こうとしてくれます。

帰宅するとお姉ちゃんと二人でどちらが洗面所

の椅子を出すか競争して手洗いしていました。

椅子に座ると食事の用意するのをじーっと待っ

ていました。食後は音の出る絵本で歌に合わせ

て踊ったりしていました。 

 

１才 5 ヶ月男の子：保育園への迎えと預かり 

3さいのお姉ちゃんと一緒に 

 

一輪車に乗り、かくれんぼ、鬼ごっこが大好き。外

遊びが好きなようです。家の中では、おはじきをし

ました。 

9才女の子：学校から下校後の見守り 

「このスカートあいちゃんからもら

ったの！おばちゃんのは誰にもらっ

たの？」 

２才女の子：保護者就労中の預かり 
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活動内容 件数 

保育施設への送迎及び預かり 2,054  

学童の送迎及び預かり  1,495 

子どもの習い事の援助 549 

保護者の短時間就労中の援助   321 

他児童の行事等の場合の預かり    96 

保護者の外出時の預かり   287 

保護者の病気の時の預かり   118 

沐浴    79 

その他   269 

合計  5,268 

 

H27年度上期援助内訳 
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平成２７年度上期ファミサポ活動状況

26年

27年

自分がしてきた子育て時と教えられたものとの

違いに驚きました。抱っこはとても良い栄養に

なるという言葉に感動しました。 

「子供の心と体の発達」受講生の感想より 

少し前の子育て 今の子育て 


