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クリスマス会

活 動 内 容 件 数

保育施設への送迎及び預かり 3,097

小学生の送迎及び預かり 2,970

子どもの習い事の援助 961

保護者の短時間就労中の援助 1,233

他児の行事等の場合の預かり 240

保護者の外出時の預かり 728

保護者の病気の時の預かり 126

沐浴 22

その他 1,225

合 計 10,602

✦これからの季節、お子さんも援助会員さんも熱中症に充分注意をして活動を行ってください。

✦室外に出る時は朝夕の涼しい時間を選び、必ず帽子と水分補給用の飲み物を持参して下さい。自分から暑さ

を訴えられない乳幼児は時々体に触れて体温を確認してください。また、ベビーカーは地面に近いので大人

より 3～4度気温が高い場所にいることを忘れないようにしましょう。ベビーカーに取り付けられる扇風機

や冷却シートなどを場所や体調に応じて活用して下さい。

✦室内では室温 25～26度、湿度 50～60%に保ち、直射日光はすだれ、カーテン等で遮る

ようにしましょう。

平成 29年度 活 動 実 績

会員の皆さまへ

famisapotsuusin

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）

〒359-1111 所沢市緑町 1-6

プラザシティ新所沢けやき通り団地 18号棟 101号室

TEL：04-2921-0070 FAX：04-2921-0076

E-mail：0070f@toko-shakyo.or.jp

開所日時：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）

午前 8時 30分～午後 5時

✦ファミサポの登録に来て下さるお母さんの中に「児童

館でファミサポの援助会員さんを見かけて」「公園でお

子さんと遊んでいる援助会員さんとお話しして」「保育

園で見かけて」という方がよくいらっしゃいます。皆さ

んの丁寧な援助活動のおかげでファミサポの輪がしっか

りと広がっています。いつも、ありがとうございます。

✦キャンセルの連絡は、わかり次第なるべく早めにお

願い致します。

✦一時預かりをお願いするときの持ち物に忘れ物があ

ることが、最近よく見受けられます。家を出る時に持

ち物の最終チェックをするようにお願い致します。

援助会員の皆さまへ

利用会員

援助会員募集中！

利用会員の皆さまへ

所沢市ファミリー・サポート・センター

Ｔｅｌ 04-2921-0070 Ｆａｘ 04-2921-0076

フォローアップ講習会

養成講習会



結局

「援助会員宅で 1才８か月の子を援助中、ふと見ると

植木鉢の上の肥料の白い球を触っていてヒヤリとし

た。」 

「姉 3 才妹１才 5 ヶ月の姉妹援助中、姉がママの鞄

から飴を出して自分の口に入れ、妹にもあげようとし

ていた。幸い妹が口に入れる前にイヤイヤと首を振っ

たので口には入らなかったが、ヒヤリとした。」 

「3 年生の女の子を学童から習い事へ送る援助の時、

お子さんが、習い事の道具を学校に忘れてしまい泣き

じゃくっていました。お母さんにお教室に遅れる旨の

連絡を入れてもらうようメールをし、二人で学校に忘

れ物を取りに行き、遅れてお教室に行きました」 

「児童館で遊んだ後、遊具を返している間に 3 才児の

姿が見えず、外に出てしまったのかと慌てて探し回り

ました。結局、幼児室のボール部屋に入り隠れた状態

でしたので、見つけられませんでした。児童館内でも

油断せず『子どもから目を離さないという基本的なこ

とを改めて学びました。」 

援助会員の後迫さんと唐渡 碧君（12

才）莉緒ちゃん（11才）の兄妹は、援助

を行った 11 年前からのお付き合いとの

ことでした。この日は碧君が 4月から中

学生になる事を報告 

しに後迫さんのお宅 

に遊びに来ていました。 

素敵なお付き合いが 

続いていますね。 

famisapotsuusin famisapotsuusin 

日 時 ７月 10日（火）10：00～12：00 

場 所 こどもと福祉の未来館 1階 

多目的室１号・２号 

内 容    所沢市役所こども支援課の話   

みんなで考えよう「事例検討会」 

※詳細が決まり次第ハガキでお知らせいたします。 

 今年度援助会員サロンにおいて「折り紙教室」を開催す
ることになりました。ふるってのご参加お待ちしておりま
す！ 

・深瀬
ふ か せ

 よしえさん

・サポートの経験は 7年目に入り
ます。利用者さんに安心して依頼
していただけるようにと心に置き
ながら援助の時間、子ども達に（私
も）ケガの無いよう楽しく、心地
よく過ごせればと思っています。
サブ・リーダーは 1年目の新人で
す。

「・お名前  ・私がファミサポの援助で心がけていること」 

・髙
たか

橋
はし

 ふみいさん 
・サブ・リーダーの活動も 2年目に入りました。当
初はわからないことばかりで月一回行われている援
助会員サロンに出席し、色々と学びながら活動して
きました。これからもより良い援助ができるよう頑
張りたいと思います。

・足原
あしはら

 由美
ゆ み

さん 
・利用会員さんの気持ちに寄り添
いたいなぁと思っています。もし
共感できない部分があったとして
も、なるべく希望に添えるよう心
がけています。

・木下
きのした

 浩子
ひ ろ こ

さん 

・新学期になり新しい環境に入っていく子ども達
同様、私もサブ・リーダー1 年目です。まだわか
らない事も多いですが、子ども達と親御さんの味
方であり続けたいと思っています。

・山口
やまぐち

 成子
し げ こ

さん 
・自宅に来てもらっての援助が
多いので、安全で過ごしやすい
場であるかを第一に確認して
います。
次に子ども達が安心して過ご
せるように、そして私も一緒に
楽しめるサポートを心がけて
います。

・越
こす

河
ごう

 澄
すみ

子
こ

さん

・ファミサポを利用する方も増えてい
るとお聞きしております。お受けする
私達も益々充実したお預かりが出来
るように努力したいと思います。お子
さんの笑顔からエネルギーを頂いて
いる毎日です。

ちょっと早めでしたが「待っている

のでは？」と思い迎えに行くとニコ

ッとして手を振ってくれました。箱

で手作りした新幹線に乗った姿でう

れしそうに園から帰宅しました。 

（４才男の子：幼稚園の迎え） 

1.手当てに使用するもの

〇ガーゼなどきずを覆うもの

〇絆創膏

〇包帯（なければ、バンダナ、ハンカチ、ス

トッキング等安全で清潔なもの）

平成 29年度 第二回援助会員フォローアップ講習会 

2.手当ての方法

〇必ず手を洗う 

〇きずの汚れを水道水などで洗い流しタオ

ルなどで水をふき取る

〇出血はきれいなハンカチやガーゼで上か

ら圧迫する 

〇原則的に消毒液は使用しない 

〇きずより少し大きめのガーゼや絆創膏を

当てる 

〇手や足のきずは痛みが和らぐようなら手

や足を高めにする 

3.注意すること

〇絆創膏などは、子どもが、はがして口に入れないよう

に注意する 

〇素手で血液に触れない。触れる恐れがあるときは 

ビニール手袋（ビニール袋で代用）などで予防。 

触れてしまった時はできるだけ早く流水で洗い流す 

平成 30年度 サブ・リーダーさん紹介 

除菌ウェットティッシュ 

絆創膏、滅菌ガーゼ、ビニ

ール袋、手ぬぐい(ハンカ

チ)ペットボトルの水

持 ち 歩 く と

安心！ 

Ａちゃんは、何かする時は手を伸ば

しながら私の顔を見て、やっていい

かどうか確認しています。時に触っ

てはいけないという所では、わざと

そーっと手を伸ばして私の顔を 

にこっと見るのです。 

（１才 3 ヶ月女の子： 

 保護者の外出時の預かり） 

もうすぐ一年生が終わります。クラス

が替ること、新しいお友達ができるこ

と、勉強が難しくなることなどを話し

「自分の名前を漢字で書けるよ！」 

と教えてくれました。 

（１年生女の子：学童の迎えと預かり） 

いつもの様に空を見

ながら「月が丸くき

れいだね。星も沢山 

だね」と話しながら帰りまし

た。 

（3 年生男の子： 

学童の迎え） 

学童にお迎えに行くと将来

大地主になったら、このよう

に活用したいという地図が

折り紙で作ってありました。

遊園地や畑のあるスケール

の大きな物でした。 

（3 年生男の子： 

学童の迎えと預かり） 

・松本
まつもと

 恵美子
え み こ

さん 
・安心で安全な見守り、命を
お預かりしている事。ご家庭に入
り込まない（しつけなど）事。こ
の二点を注意しながら活動して
います。

３月の援助活動報告書より 

山口さん 木下さん 髙橋さん 

 深瀬さん 越河さん 

足原さん 松本さん 

援助会員サロン 特 別 企 画 

第一回 「アンパンマン」 

・7月 5 日（木）13：00～16：00
（受付 15：00迄）

第二回 「クリスマスリース」 

・11月 5 日（月）13：00～16：00
（受付 15：00迄）

※事前申し込みは不要です。

時間内の自由な時間にお越しください。 

「きずの手当てについて」 

平成 30年度 第一回援助会員フォローアップ講習会 

まず「痛かったね。大丈夫？」と子どもにやさ

しく言ってあげましょう 


