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ひとり親家庭等ファミリー・サポート・センター等利用費助成事業について
令和 2 年 10 月 1 日より市内在住の利用会員で
「児
童扶養手当受給者」又は「ひとり親家庭等医療費受給
者」の方は、ファミサポ利用時に支払った報酬（交通
費、食事代、キャンセル料は除外）の半額が助成され
ることになりました。
⑴対象者
市内在住利用会員で利用日現在、児童扶養手当又はひ
とり親家庭等医療費受給者

⑷助成上限額
子ども一人当たり月額 15,000 円
⑸申請方法
申請書（所沢市ファミリー・サポート・センターの
ホームページよりダウウンロード可能）に必要事項を
記入の上、援助活動報告書の原本を添付して所沢市こ
ども支援課に提出。指定された口座に後日振り込み。

⑵助成対象費用

【問い合わせ先・助成金申請窓口】

援助活動利用時に支払った報酬

所沢市こども未来部こども支援課

（食事代、交通費等の実費、キャンセル料は除く）

〒359-8501

⑶助成額

所沢市並木一丁目 1-1
04-2998-9124

助成対象費用の半額

はじまります！

ファミサポサロン
ファミサポサロンは、ファミサポの活動について相談したい
方、ファミサポについて詳しく知りたい方、地域の方と色々話
をしたい方等々、援助会員さん、利用会員さん親子、これから

援助会員さん
「援助の依頼が無いのですが・・・」
「援助のやり方で悩んでいます」
「他の会員の方の話が聞いてみた
いです」

登録を考えている方どなたでも参加できるサロンです。時
間内出入り自由ですので、是非お気軽にお立ち寄りくださ
い。

利用会員さん

会員以外の方

「まだ依頼をしたことがないけど、
ファミサポではどんな事をしてい
るんだろう？」
「地域の先輩お母さんと話してみ
たいなぁ」

「援助会員として活動してみたい
けどその前にファミサポについて
詳しく知りたい」
「 子どもを預けてみたいけど、ど
んな援助をお願いできるのかな？」

【日時】6 月 2 日（水）10：00～12：00（時間内出入り自由、事前予約不要） ※感染予防対策に十分
【場所】こどもと福祉の未来館 1F ボランティア室１号

【対象】援助会員、利用会員親子、ファミサポ登録希望者
【今後の予定】９月１日（水）、１２月 1 日（水）10：00～12：00

注意して開催致します
が、地域の感染の状況に
より開催が中止になる
場合があります。当日電
話でご確認下さい。

所沢市ファミリー・サポート・センターと
合同の事務所になりました
所沢市社会福祉協議会居宅介護事業所
が
令和 3 年 4 月より、所沢市ファミリー・サポー
ト・センターの事務所が所沢市社会福祉協議会居
宅介護事業所との合同事務所になりました。
玄関、郵便受け等の表示が変更されております
が、利用上の変更はありませんのでセンターにい
らした際は今まで通り玄関チャイムを鳴らしてお
待ちください。

居宅介護支援事業所とは？？？
介護を必要とする人（要介護認定者）
が自宅で自立した生活をするため適切
なサービスが利用できるようにケアプ
ランを作成するほか、介護相談、必要な
サービスの連絡や調整を行います。

援助活動報告書より

学童にお迎えに行ったら、宿題を終えたと
ころでした。歩きながら「好きな学科は？」
と聞いたら一番が国語で二番が算数だと
教えてくれました。本が好きで偉人伝を沢
山読んだと言っていました。
（小学 2 年生女の子：習い事への送り）

夕日が真っすぐ差して来る道で「足長
いねー」
「そうだ。影送りできるかな」
と。10 数えて「わぁ見えた！」
と喜こんでいました。ステキ。
（小学 3 年生女の子：
習い事への送り）

童謡の本を持って来てひざに座り、
次々に曲を聞いていました。「おしっ
こが出た！」と教えてくれますが一度
も出ていませんでした。お兄ちゃんの
組み立てたブロックにぶつかり崩し
てしまったので怒られ、布団に横にな
り泣いていましたがお母さんの帰宅
の音がすると、さっと起き上がり飛び
出して行きました。
（1 才女の子：保護者外出時の預かり）

辻井伸行さんのコンサートに行ったとこ
ろ選曲や魅力等が素晴らしかったと熱弁
してくれました。その中の曲で
「ラ・カンパネラ」
を知らないと言うと
弾いてくれました。
まるでコンサートの
ようになりました。
（小学６年生男の子：保護者
就労中の預かり）
救急車、カーゴクレーン、高所作業車。
働く車を沢山見ながら
帰ってきました。青い
トラックを見つけて
「青トラック」と連発
していました。
（２才男の子：保育園の送迎）

今日もよく本を見ていました。言葉が増えて「き
ゅーきゅーしゃ」
「ピーポー」
「トラック」と未完
成ですが話していました。保育園のお部屋に入る
と初めて別れを悲しんでくれて泣いていました。
（ありがとね）
（1 才男の子：
保育園登園前の預かりと送り）

「一件の重大事故の背後には 300 件のヒヤリハット」

援助活動中のヒヤリハット！！
6 ケ月男児。
おやつのおせんべいが喉につまっ
てしまった。急いでお茶を飲ませ対処しまし
た。
（H・T さん）

家の中でずっと、ごっこ遊びを
する。お買い物ごっこから始ま
って、買ってきたもので食事。
それから次の食事の準備。ステ
ーキ、焼き魚、みそ汁、ミルク
ティーと色々作ってくれまし
た。何回もお茶のお代わりをく
れてお腹いっぱい。
（５才女の子：
保護者用事の時の
預かり）

令和 3 年度年間行事予定
6 月 2 日（水）
10：00～12：00

未来館
ファミサポサロン

ボランティア室 1 号

6 月 15 日（火）17 日（木）22 日（火） 援助会員養成

新所沢公民館

9：30～16：00

講習会

学習室 5・6 号室

保育園に送る時、急に手を振り払い、駆け出す
時があるので注意している。
（M・Y さん）

7 月 14 日（水）

フォローアップ

未来館

10：00～12：00

講習会

多目的室 1・2 号室

暗くなるのが早い時期、後ろから自転車が、音
もなく走って来るのが怖い。無灯火で右側通
行で来ることもあるので気を付けている。
（W・T さん）

9 月 1 日（水）

特に歩道を走る自転車には注意しています。
（O・Y さん）

10：00～12：00

未来館
ファミサポサロン

9 月 28 日（火）～10 月 1 日（金）

緊サポ合同

新所沢公民館

9：00～17：00

養成講習会

学習室 5・6 号室

12 月 1 日（水）

未来館
ファミサポサロン

10：00～12：00

ベビーカーで登園中、駐車場から車が出てき
そうだったので立ち止まって様子を見ていた
ら、その車が、左右を確認せず歩道に出て
きて、自転車の人と接触寸前だった。
（M・N さん）
1 件の重大な事故・災害
29 件の軽微な事故・災害
300 件のヒヤリハット

ボランティア室 1 号

12 月 11 日（土）

ボランティア室 1 号
クリスマス会

10：30～12：00

新所沢公民館
ホール

令和 4 年 1 月 21 日（金）

フォローアップ

未来館

10：00～12：00

講習会

多目的室 1・2 号室

令和 4 年 2 月 8 日（火）
10 日（木）15 日（火）

援助会員養成
講習会

新所沢公民館
学習室 5・6 号室

9：30～16：00
※新型コロナウィルスの感染状況により予定変更になる場合があります

「あなたの座右の銘を教えてください」

令和 3 年度 サブ・リーダーさん紹介

大内

雅子さん「わからない できないを言わない」
時代の楽しい流れに取り残されないようにするためです。
浩子さん「あとは、勇気だけだ」
私の好きな漫画の主人公のセリフです。悲しい時、落ち込んだ時、つらい
時に心を奮い立たせてくれる言葉です。
木下

倉片
塩田

明さん「とりあえずやってみる」
晴美さん「為せば成る

為さねばならぬ何事も」

末吉

秀子さん「日々是好日」
かけがえのない今日一日を精一杯生きるという意味です。明日の晴れを信
じて前を向いて行きたいと思っています。

後列左から大内さん、木下さん、増田さん、末吉さん
前列左から倉片さん、橋本さん、塩田さん

橋本

由巳子さん「しあわせは

いつも自分の心が決める」

増田

朝子さん 「初心 わするべからず」
始めた時の新鮮で謙虚な志を忘れないようにしたいです。
会員の
皆さまへの
お知らせ

コロナ禍での援助に際し、感染予防には手洗い、手指の消毒が欠かせません。援助、送迎等
でお互いの家を訪問する際は必ず玄関における手指の消毒又は、洗面所を借用しての手洗いを
徹底して頂くよう改めてお願いいたします。

援助会員の
皆さまへ

・AED 講習会を受講希望の方は 6 月 17 日（木）13：00～14：30 新所沢公民館で開催される養成講習会
の AED 講習を受講して下さい。
（要電話予約）
・ファミサポの活動を通じて知った利用会員の情報は文書化の有無を問わず大切な個人情報です。取り扱いに
は細心の注意を払って下さい。
・利用会員宅の「子育て観」を一番に優先した活動をお願いいたします。

利用会員の
皆さまへ

・報酬の支払いはなるべく月内に、援助の関係で難しい場合はなるべく早めの清算をお願いたします。
・「ファミサポサロン」は特別な相談に限らず、子育てで大変な毎日のホッとできる場所としても是非活用し
てください。皆さまのご参加お待ちしております。
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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）
TEL 04-2921-0070 FAX 04-2921-0076

▼▲

養成講習会の様子

