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所沢市ファミリー・サポート・センター（所沢市社会福祉協議会） 

famisapotsuusin 

 

apotsuusinn 

 

 活 動 内 容 件 数 

保育施設への送迎及び預かり 2,684 

小学生の送迎及び預かり  2,695 

子どもの習い事の援助 1,400 

保護者の短時間就労中の援助 808 

他児の行事等の場合の預かり 344 

保護者の外出時の預かり 916 

保護者の病気の時の預かり    70 

沐浴 15 

その他 1,351 

合 計  10,283 
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活動実績推移

平成３０年度  【 活 動 実 績 】 

今年度の主な予定 

利用会員 援助会員 
募集中！ 

 

    

 

 

 

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 

 

 

 

 

・フォローアップ講習会第一回  令和元年 7 月 16 日（火）講演会「他孫育て」 
           第二回  令和 2 年 2 月 予定 
 
・養成講習会 第一回 令和元年 7 月 10 日（水）～12 日（金） 
       第二回 令和 2 年 1 月 21 日（火）・28 日（火）・2 月 4 日（火） 
 
・緊急サポートセンター・ファミリー・サポート・センター合同養成講習会 
           令和元年 10 月 15 日（火）～18 日（金） 
 

・クリスマス会  令和元年 12 月 13 日（金）10：30～11：30 

 

 西尾登美江 

援助会員の皆様には感謝の連続の 8 年間でした。本当にありがとうございました。 

利用会員の皆様がファミサポをより有効に活用してくださることを心よりお祈りしています。 今年度もよろしくお願いいたします！ 

 

２年３ヶ月所沢市ファミリー・サポート・センター長を務
めて参りました中野友博に替わり、今年度より倉部陽司（所
沢社協・地域福祉推進課長）がセンター長を兼務することに
なりました。職員一同、今後共、精一センター事業に取り組
んで参りますので、引き続き皆さまのご協力をお願いいたし
ます。 

退任のご挨拶 

〒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 

 

ファミサポ １８号棟 101 号室 

 

（提携駐車場） 



 

 

 

   

  

 

 

2019 年 4 月よりお子さんを遊ばせる際、こどもと福祉の未来館 2F 子育て支援エリア「ルピナス」を利用

できることになりました。 

利用にあたっては、①事前に利用会員（保護者）が「ルピナス」に登録し登録カードを作成する 

②登録カードを保護者から預かり、ファミサポの会員証と一緒に受付で提示し「ファミリー・サポ

ート利用名簿」を記入する必要があります。 

利用会員と相談の上、有効に援助に活用していきたいですね！ 

 

 

 famisapotsuusin 

令和元年度 サブ・リーダーさん紹介 

サブ・リーダーさんに聞きました 

『今までのファミサポ活動で 
一番心を動かされた出来事は何ですか？』 

越河 澄子さん 

木下 浩子さん 

髙橋 ふみいさん 

深瀬 よしえさん 

援助のひとこま  3月の援助活動報告書より 

「援助会員サロン」 

大内 雅子さん 

1年間 
よろしくお願
いします！ 

こどもと福祉の未来館 2Fこども支援センター 

子育て支援エリア「ルピナス」 が利用できるようになりました！ 

 

さらに・・・ 

 

市内の 11児童館で利用ルールが統一されました。 

援助活動時に児童館を利用する際初回利用時に

登録書を記入していただくようお願いいたします。 

（その際、保護者の連絡先の記入も必要となります） 

 

ああああ 

・毎月 5日（目安）ファミサポ事務所にて開

催 

・13時～15時 
（今年度より時間が変更になりました） 
 

・「テーマ」に沿ったサロン 

7月 5日（金）（男性援助会員集まれ！） 
11月 5日（火）（外遊びのサポート）等 

・企画の会 

6月 5日（水）（みどり児童館の先生の話） 
9月 5日（木）（保健師さんの話） 
12月 5日（木）（折り紙講習） 
1月 10日（金）（手作りおもちゃ） 

・拡大サロン 

10月 4日（金）（こどもと福祉の未来館にて） 

※２月５日（水）、３月５日（木）は通常サロンです。 

援助中の「ヒヤリハット」 

学童からの帰宅後に援助会員宅で預かってい
る小学生の男の子が石油ファンヒーターのヒ
ーター部分を触ってしまいました。すぐに氷で
冷やして収まりましたが、後日又触るそぶりが
ありました。（北原町 H・Tさん） 

６年近く援助して、その成長に感無量です。最初はこれからどう接していけば良いか迷った
事もありましたが、素直に「ごめんね」と言ってくれる言葉に支えられて、ここまで来られ
ました。中学生になっても色々な出来事があると思いますが乗り越えて行って下さいね。 

  

 

新所沢 O・Tさん 

６年生男の子： 

利用会員宅での見守り 

ママに抱っこでスヤスヤお昼寝に入るところにおじゃましました。 
私は、かわいい寝顔を見ながらほっこりしました。 

やんちゃな学齢前の男の子２人と女の子の

赤ちゃんのサポートが始まって３か月が過

ぎた頃、仙台に引っ越すと伝えられました。 

目の離せない 2 時間でしたがとても楽しく

充実していたので少しショックでした。引っ

越しの日たまらずお別れに伺ってしまいま

した。忘れられない「出会い」と「別れ」 

でした。 

 

 

山口 C・Ｙさん 

1才 3か月男の子： 

保護者外出中の預かり 

サポートをしている子ども達

と仲良くできるか心配してい

ましたが、「だいすき」との手

紙を頂いた時とても嬉しかっ

たです。 

末吉 秀子さん 

月 2～3 回しか会わな

い男の子。最初はママか

ら離れず大泣きされ、困

りましたが、今では私に

慣れ、笑顔を見せてくれ

るようになりました。 

子どもから元気をもら

えるのが嬉しい。 

とても人見知りが強く、

お預かりの間ずーっと

泣いていたお子さんが、

ママに笑顔でバイバイ

してくれるようになっ

たこと。 

ママが大好きだもんね。 

ママから離れたら泣き

たいよね。 

小さなお子さんの援助

をする度に、どの子も泣

いたら愛おしく、笑えば

嬉しく思います。そうし

た日々の出来事を大切

に見守りながら、楽しく

サポートしてきました。

これからも新しい出会

いを楽しみにしていま

す。 

月並みですが、定期的に

援助しているお子さん

の成長を楽しめるのは、

やはり嬉しいものです。 

援助から離れてしばら

く経った後で、ふと街中

で名前を呼ばれたりと、

覚えていてくれた嬉し

さは格別です。 

←写真は拡大サロンの様子です↑ 

前方の横断歩道の青信号が点滅したのを見て、
急に駆け出し、自転車と接触しそうになりまし
た。「急ぐ必要はないので歩こうね」と伝えまし
た。（緑町 O・Yさん） 

小手指 M・M さん 

4年生男の子： 

学童の迎えと利用宅への送り 

「カラオケ大会しよう！」と言って K君が両手を広げ「おとこ～♪」と歌い、おかしくて楽
しくて可愛くて、私が笑うと K君も一緒に笑い、朝の登校の見守りをしている地域の人に「ご
機嫌だね」と言われました。 
と言われました。 

所沢 A・T さん 

３年生男の子： 

朝の登校の付き添い 

学校でモンゴル音楽、馬頭琴の演奏を聴いた話をしてくれました。よく覚えていて話しをし
っかりできるなと感心しました。ぺんぺん草を摘んで鳴らしました。家では長方形の紙で折
った飛行機の飛ばしあいをしました。2 機新しく折りました。 

「おばちゃん なにしてるの？」と聞かれるので「Y 君見てるの」と答えると”にこっ♡”と
笑ってくれます。「おばちゃん」と呼びかけられた時「なに？」と返事していたらしく「おばち
ゃん なに？」とセットで話すので、微笑ましいです。 
 

東所沢 A・Y さん 

１才 10か月男の子： 

保護者外出時の預かり 

青葉台 F・Y さん 

2 年生女の子： 

学童の迎えと預かり 

外で遊んで帰って来てから折り紙を出してきて「お姫様の冠だよ」を言って、一緒に折って遊
びました。今日はパンツを最初から最後まで一人で履き替えられました。 

雨上がりの学童の庭。ドロドログチャグチャ。その中で、みんな遊んで、スコップまで使っ
て穴掘りして、靴も洋服も泥だらけ…でもこんな事出来るのは貴重な事ね。 
みんな嬉しそう！R 君も！ 

 

北秋津 T・F さん 

2 才 6か月女の子： 

保育園の迎えと預かり 

雨の日の帰宅で排水溝の蓋の上を歩いていて
滑ってしまいました。けがはありませんでした
が、膝と手首を濡らしてしまいました。 
     （北秋津 M・Kさん） 

南天の実を大事に持っていたら、いきなり鼻の
穴にいれてしまいびっくりしました。何回か片
方の鼻を押さえて「フン、フン」したら出てき
ました。「お口に入れたらダメよ」とは言って 
いたのですが。 （向陽町 N・Sさん） 

4 才からサポートしていた男の子

が５年生になり３月でサポート卒

業になりました。 

「K 君の靴のサイズが深瀬さんを

超えるのはいつかな？楽しみだね」

とよく話していました。３年生の終

わりに私と同じサイズになり４年

生の夏には 25ｃｍになりました。

嬉しい驚きと感動です。今年中には

背もぬかされるかな～ 

足原 由美さん 

ファミサポの援助時に 

  

famisapotsuusin 

 


