所沢市ファミリー・サポート・センター

平成 27 年 4 月 地域型保育事業がスタートします

ふぁみさぽ通信

所沢市では平成 27 年 4 月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートするのに伴い
今までの保育園・幼稚園に加えて「地域型保育事業」が始まります。

「地域型保育事業」とは・利用定員 19 人以下
市内 26 施設
が移行の予 定
です

・0～2 歳児の保育
・所沢市認可
・手厚い職員配置
A 型（全て保育士）
※家庭保育室と比較して
B 型（1/2 が保育士）

※詳細は所沢市こども未来部保育課にお問い合わせ下さい。

会員の皆さまへ
☆援助会員証を破損、紛失した方。また写真が不鮮明な方は、縦 3.5cm×横 2.5ｃｍの写真 1 枚
と古い会員証ををご持参の上、12 月 26 日迄に電話連絡の上センターまでお越し下さい。再発
行させて頂きます。
☆メール配信登録会員が現在 50 名です。引き続き登録を行っていますので希望者は件名メール配
信。本文に会員番号、会員氏名をご記入の上 0070f@toko-shakyo.or.jp 迄メール送信して下
さい。ファミサポからのお知らせ、情報等を配信させていただきます
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平成 26 年度第二回フォローアップ講習会

「今までのファミサポ・これからのファミサポ」（仮題）
日時
場所

平成 27 年２月２７日（金）10 時〜12 時
旧庁舎 402，403 会議室

講師
白梅学園大学 佐々 加代子 教授
※詳細は後日ハガキ又はメールにてご案内します
今年度第二回の援助会員フォローアップ講習会は講師に佐々教授をお招きしています。佐々教授は所
沢市ファミリー・サポート・センターの設立にご尽力され、長年養成講習の講師も努めて下さっていま
した。現在でも 10 ヶ所程度のファミサポの支援を継続されています。
今回先生にはファミサポが地域の中で果たしてきた役割、これから期待される子育て支援について講
演をお願いしております。皆様お誘い合わせの上でのご参加お待ちしております。

退任のご挨拶

就任のご挨拶

☆会員募集のポスターの掲示にご協力頂き、ありがとうございました。
所沢市ファミリー・サポート・センター

所沢市ファミリー・サポート・センター

☆事前報告をメールでしていただく場合➀会員番号➁保護者の名前③お子さんの名前④援助会員
の名前⑤依頼日時⑥援助の理由を必ず記入の上送信してください。

前センター長

新センター長（介護サービス課長兼務）

倉部

米内山

陽司

由紀江

☆12 月のクリスマス会のご参加お待ちしております！
☆ファミサポの時間外の電話は緊急の場合のみの利用をお願い致します。事前報告等はメール又は
FAX をご利用ください。

この度、前任の米内山センター長の異動に伴い

新しく開始する事業担当となり 10 月 1 日付で

10 月 1 日付けでセンター長に就任致しました。

地域福祉推進課へ異動しました。突然のことで私

近年、複雑多様化する社会情勢の中で、核家族化に

編集後記・・・

より身近に育児の相談をできる人が減ってきており、

自身もびっくりしていますが、組織で働く以上仕
方がないことだと思っています。

親が育児不安やストレスを感じることが多くなって

4 月にセンター長に戻った時にまず感じたの

「高齢の母とチビちゃん達の組み合わせは、私にとってプラス

いることで相談・助言を含めた支援も増えて来るな

は、以前にもましてパワーアップした援助会員さ

マイナスではなく、プラスが増えます。
」

ど、ニーズも多様化している状況にあります。このよ

んたちの熱意の高さでした。この援助会員さんた

きっと利用会員さんと、お子さんも保育プラスを受け取ってい

うな中で援助会員やアドバイザーの協力を頂きなが

ちがいればファミサポは大丈夫と思ったことを覚

るに違いないと思います。皆様いつも本当にありがとうございま

ら微力ではございますが、「安心して暮らせる地域の

えています。

す

まちづくり」を目指して一歩一歩、進めて参りたいと

子どもの笑顔や赤ちゃんのあまやかな匂いに包

存じます。今後ともご支援とご協力を賜りますようお

まれた幸せな時は過ぎてしまいましたが、同じ社

願い申し上げ、就任の挨拶とさせて頂きます。

協職員としてこれからもファミサポの活躍を見守

援助会員さんより頂いた、お手紙より〜

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 4 時

っていきたいと思っています。

〜8 月の援助活動集計書より〜
♬図鑑を見ながら、りんご、ぶどう、いちご、バナナ…と上手に言って
いましたが桃はピンク！
（2 才 女の子）
毎年恒例のふぁみさぽクリスマス会。今回は市内を中心に活動している
「とことこお話会」の出し物の他可愛いクリスマスの帽子作り、みんなで歌おう
紙芝居などを予定しています。年の瀬のひととき、皆で楽しい時間を過ごしま
しょう！沢山の方の参加お待ちしています

☆彡

日時

☆彡
☆彡

場所
申し込み

平成 26 年 12 月 5 日（金）
午前１０時～１１時 30 分
旧庁舎 402，403 会議室
電話
04-2921-0070
Fax
04-2921-0076
メール 0070f@toko-shakyo.or.jp

♪「七匹のこやぎ」が大好きで何度も読みました。七匹のうちピンクの一匹
をみて「さ-ちゃん」と言っています。
「おおかみのお腹の中に何が入ってい
るかな」と聞くと「いし-」と言うのですから、お話を覚えているのですね。
（１才 9 か月
女の子）
♫帰り道時々読んでいる電信柱の文字。久々に読んでみました。ほとんど
読めました。すごい！
（４才 5 か月
男の子）
♪今日は、おばあちゃんの家へ行ってきた話や花火が、すごく大きかった事
などを沢山お話ししてくれました。暑くて歩くのも大変ですが、いつも楽し
い話をしてくれて頑張って歩いています。
（3 才 11 か月 女の子）

※Fax,メールの方は保護者の名前、お子さんの名前、電話番号を
ご記入の上お申し込み下さい
※先着 30 組の親子

おしり●

※申し込み締め切り 11 月 21 日（金）

平成２６年度第一回、第二回

●図書館の親子おはなし会に行ってみませんか●

●行事予定●
・平成 26 年 12 月 5 日（金）

0 歳からのお子さんと保護者の方を対象に各図書館で、
手遊び、絵本の読み聞かせ、わらべうた等をおこなって
います。お母さんはもちろんですが、援助会員さんもお
子さんと訪ねてみるのも良さそうです。

平成２６年６月 5、9 日第一回、10 月 15、16 日第二回援助会員養
成講習会が開講されそれぞれ 24 名 16 名の新しい援助会員さんが誕生
しました。
「私自身が子育てしている時沢山の方にお世話になりました。自分だ

・本館

ったらと思い参加しました。そして子どもと一緒に楽しみたいと思いま
す」
Y・S さん）
AED ス タ ー
呼吸確認！

AED 持って
来て下さい
さい

・平成 27 年 1 月 15 日（木）

乳幼児健康相談会
出張登録会（新所沢公民館）
・2 月 4（水）5 日（木）

けの時間が持てるようになったので今度は何かお手伝いできることがあ

（養成講習会受講者

クリスマス会

ト！

第 3 金曜日

・所沢分館
第４金曜日
・椿峰分館
奇数月第三水曜日
・狭山ヶ丘分館 第 1 金曜日
・富岡分館
奇数月第２水曜日
・吾妻分館
第３金曜日
・柳瀬分館
月 1 回水曜日
・新所沢分館
第２金曜日、偶数月第 4 火曜日
※詳細は各館に直接お問い合わせ下さい

援助会員養成講習会
・2 月 27 日（金）
フォローアップ講習会

●平成 27 年度新設保育園●
➀所沢すこやか保育園（宮本町）
➁所沢おひさま保育園（くすのき台）
③所沢中央文化保育園（宮本町）
※園名は仮称となります

