
 
援助会員の皆様 ★平成 28 年度の援助活動状況確認書を同封しました。必ず締切までに返

信をお願いいたします。  

 

利用会員の皆様  ★事前報告では①会員番号⓶保護者の名前⓷お子さんの名前⓸援助会員名 

⓹依頼日時⓺援助の内容がわかるようにご連絡お願いいたします 

         

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 活 動 内 容 件 数 

保育施設への送迎及び預かり 4,518 

学童の送迎及び預かり 2,958 

子どもの習い事の援助 1,082 

保護者の短時間就労中の援助 572 

他児の行事等の場合の預かり 226 

保護者の外出時の預かり 803 

保護者の病気の時の預かり 266 

沐浴 112 

その他 617 

合 計  11,154 

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 

利用会員・援助会員募集中!! 

今号からふぁみさぽ通信をカラーでお届けできるようになりま

した。これからは今まで以上にファミサポの活動の様子や行事な

どを写真で発信させて頂くことで、ファミサポを知っている人も

知らない人も、より一層、身近な存在に感じていただけるような

紙面作りを心がけていきたいと思います。 

これからも皆様のご協力お願い致します。 

編集後記・・・ 

会員の皆さまへ 

   

 

 

会員の皆様には、ファミリー・サポート・センター事業に対しまして多大なるご理解とご協力を 

いただき、誠にありがとうございます。 

さて、少子高齢化や核家族化の急速な進展に伴い、福祉ニーズがますます複雑多様化する反面そ 

れら課題を解決するための地域力は希薄化している状況にあります。 

そのような中、当事業の活動件数は皆様のご協力により毎年増加しており、昨年度は 11,000 件 

を越える実績となっております。 

今後も所沢市のご指導を頂きながら緊急サポートセンターなどの関連機関と連携を強化し援助会

員養成講習会の共催開催や情報共有等を行い、当事業をはじめ子育て支援の充実に尽力してまいり

ますので引き続きお力添えを賜りますようお願い申し上げます。 
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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 ファミリー・サポート・センター長  倉部 陽司 

平成28 年度 

 
平成 28 年度の 7 名のサブ・リーダーさんです。年間 8 回の会議への参加、養成講習会、交流会等の

企画手伝いを通じてセンター事業の推進に協力をお願いしています。 

 

興松 敦子（おきまつ あつこ）さん 

① ホットヨガ 

② ヨガで体を鍛え年齢に負けず地

域のファミリーの為に頑張りま

す！ 

 

サブ・リーダーさんに聞きました！①マイブームは？②一言！ 

菰田 実子（こもだ じつこ）さん 

① 数独上級に挑戦中 

② 本年度もより良い援助ができ

るよう元気で頑張りたいと思

っています 

越河 澄子（こすごう すみこ）さん 

① パン、お菓子作り、古い着物から

洋服へのリサイクル 

② 援助会員が気持ちよく活動でき

るよう自分の立場で頑張ります 

喜多濃 千恵子 さん 

（きたの ちえこ） 

① ダンス 神社巡り 

② 有楽町在住で楽しく 

子育てのお手伝いをさせ

て頂いています。サブリ

ーダーの仕事も皆さんと

楽しくやっていきたいで

す 

田尻 郁子 さん 

（たじり いくこ） 

① 似顔絵描き 

② 以前援助していた 

お子さんが、入園式や

入学式の帰りに来て下

さって感動の日々 

でした 

松本 恵美子 さん 

（まつもと えみこ） 

① 俳句の種探しに 

「吟行」に出かける 

こと。季節の移り変わ

りが体全体で感じら

れます。 

② 二年目もよろしく 

お願い致します 

山口 成子 さん 

（やまぐち しげこ） 

① スマホ 

（デビューして一ヶ月） 

② 夫を巻き込んで楽し 

く活動しています。「おじ

さん大好き」と 5 才の男

の子に言われ夫もニンマ

リしています 
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平成２７年度 
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ふぁみさぽクリスマス会 

 

   日程 平成 27年 12月 11日（金） 

   場所 所沢まちづくりセンター 

中央公民館学習室 6 

 
 13組の親子が参加。クリスマスカード作りの後 
 「ポカポカ」さんによる歌と踊りを楽しみまし

た。 
 

 

 

第二回援助会員フォローアップ講習会 

「ファミサポ活動の 

ヒヤリ・ハット事例検討会」 

 日程 平成 28年１月２９日（金） 

 講師 こども支援課 本田 しの 氏  

 

参加者 43 名。講師の話に引き続き各グループに分か
れて活発な意見交換が行われました。１つの重大災害
の影に 300のヒヤリ・ハットあり。原因追求を！ 

 

 子育てに関連する市の 

制度や施設、相談窓口など 

の情報を掲載したガイド 

ブック「ところっこ子育て 

ガイド」（所沢市こども未来部 

こども支援課発行・編集） 

平成 28年度版が発行されました。 

お手元に一冊あると子育てはもちろんファミ

サポの援助活動にも、とても役立ちます。市内

の各まちづくりセンター、児童館、地域子育て

支援センターなどで配布中。 

近頃の Aちゃんのマイブームは玄関に 

置いてある「本日の給食」の内容を私に 

説明すること。お野菜や果物おやつの名称を 

沢山言えるようになってきています。 

 ２才３ヶ月女の子：保育園への迎えと送り 

ジャンケンをしながら止まり 

「あっち向いてホイ！」を時々。 

ずるをされたりし「ずるーい」 

などと、しゃべりながら歩く 

７才 11ヶ月男の子： 

学童への迎えと送り 

Y君の引越しのため最後の 

援助となった別れ際「Kさん 

が嫌いでやめるんじゃない 

からね。保育園お引越だか 

らね」と、ギュッとしてくれ 

ました。 

４才 11ヶ月男の子： 

  保育園への迎えと預かり 

 

 

半年前に援助が終わっている２年生の男の子が先日 

ひょっこり訪ねて来てくれました。うれしいですね。 

   ７才男の子：登校前の預かり 

4月から保育園に入園との事で援助は終了です。 

２才の Sちゃん。活動の最初の日に大泣き。 

そんな中を人さらいのようにお宅を出たのを 

思い出されます。先月の笑顔の Sちゃんは 

とても、とても成長しました。私も少し成長 

出来ました。ファミサポのお仕事に感謝してい 

ます。 

２才 11ヶ月女の子：育休退園中の外遊び 

満開の河津桜を見て「きれい」と言い 

水仙に顔を近づけ香りをかいだり、五感をフルに 

使っていました。 

７才男の子：学童への送り 

平成２８年度  

ファミサポ年間予定表 
 

日 時 内 容 時 間 

６月 2日（木）〜３日（金） 第一回  援助会員養成講習会 9：30～16：00 

７月 5日（火） 

フォローアップ講習 

「アクティヴ侑子のほがらか保育室」 

谷口 侑子氏 

10：00～12：00 

９月２８日（水）～29日（木） 第二回  援助会員養成講習会 9：30～16：00 

10月 18日（火） ※（新）援助会員交流会 (内容未定) 10：00～12：00 

12月 2日（金） クリスマス会  10：00～12：00 

12月初旬 4日間 
ファミサポ緊サポ合同 

援助会員養成講習会 
10：00～16：00 

平成 29 年 2月 2日（木） フォローアップ講習会 （内容未定） 10：00～12：00 

 

※内容は変更になる場合があります。詳細は後日、連絡致します。 

 

〜３月の援助活動報告書より

平成 28 年度第一回 

援助会員フォローアップ講習会 

 

Ⅰ部 講演『アクティヴ侑子のほがらか保育室』 

       ～原点はファミサポ～ 

講師 谷口 侑子氏 

（認可外ほがらか保育室園長、現ファミサポ援助会員） 

 

 Ⅱ部 グループ懇談 

※懇談後各グループから出された質問に谷口さんにお答

えいただきます。 

 

日時 平成２８年７月 5 日（火） 

10：00～12：00 

場所 旧庁舎 402，403会議室 

 

※詳細は後日ハガキにて連絡いたします 
 

お知らせ

 

お 勧 め 
報 告 

 

 

 

       女性労働協会監修の「育児サ

ポート 3」は現在の子育て事

情から保育者の心得、事故防

止対策まで、保育サービス供

者を育成するために必要な内 

容をすべて掲載しています。今回希望者には 

販売もさせて頂きます。（別紙参照） 

 

 


