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例年よりも早い春の訪れとともに、美しい草花が咲き始めています。今年度も地域のみなさんのご協
力をいただいて子育て支援の輪が広がりますよう、援助活動に必要な最新の知識を学習するための講習
会開催や、親子と会員が一緒に楽しめる交流会などの行事を企画しております。多くの皆さんのご参加
をお待ちしています。

～普通救命講習会～

ファミサポ講演会

乳児から小学生までの心肺蘇生法や AED の使用
法についての講習会を行います。
いざという時に役立つ内容です。子育て支援に関
わる方や子育て中の方の参加をお待ちしております。

『わっはっは！』でストレス発散！

日
時 ５月 28 日(土)９:00～12:00
場
所 ふれあいプラザ２階 和室
募集定員 16 名
内
容 乳児から小学生までの心肺蘇生法とＡＥ
Ｄの使用法などの救急救命法
講
師 白石消防署員
参 加 費 141 円
(テキスト代)

申込締切 5 月 17 日(火)
※電話・来館で申し込み

～笑いの体操と絵本の読み聞かせ～
絵本の読み聞かせや、手遊び歌とともに笑
いの体操をします。カッカしそうな時に役立
つ深呼吸、聞くだけでなく、みんなで声を出
して本を読みながらお顔の筋肉ほぐしなど、
にこやかな子育てのためのあれこれを行い
ます。
日時 ７月 14 日（木）10:00～12:00
場所 ふれあいプラザ２階 研修室
定員 20 名程度
内容 ラフターヨガ
（ストレス発散のための笑いと呼吸）
講師 声の芸人 大葉由佳さん（ネコイズミ）
参加無料 ７月 12 日(火)まで電話、
来館で申し込みください。

ファミリー・サポート・センターでは、様々な知識を子育てに役立てていただくため、年間 6 回の講習
会を開催しています。子育て支援にご協力いただける方や、子育て中の方の参加をお待ちしています。
（4
回目以降の講習会は 9 月に開催予定です。
）

✿第１回講習会

✿第２回講習会

✿第３回講習会

日時
6 月 9 日（木）
場所
ふれあいプラザ和室
内容 ・提供会員としての役割・
心構え
・活動での注意すべき点
・補償保険について
・子どもの安全のためのチ
ャイルドシート着用とマ
ナーについて
講師 ・白石警察署員
・ファミサポアドバイザー

日時
6 月 17 日（金）
場所
ふれあいプラザ和室
内容 ・子どもの発達に応じた遊び
・手作りおもちゃ製作
講師 ・市保育士
・ファミサポアドバイザー

日時 6 月 23 日（木）
場所 ふれあいプラザ研修室
内容・乳児から 4 歳までの発
達 と 世 話 の 仕 方
講師・市保健師

※ 3 回とも定員は 20 名程度、時間は 10 時からです。約 2 時間の講習となります。

お
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ら

せ

日頃より、しろいしファミリー・サポート・センターへのご理解ご協力ありがとうございます。
今年度も、通信で行事予定、活動状況と報告、事業内容などのお知らせをさせていただき、会員さんへ封書での送
付と市内幼稚園、保育園在園の方へは、園を通じて配布いたします。
年度の始めと最終の通信は、全会員さんへ封書で送付いたします。次号６６号から、二重の配布を避けるため在園
中のお子さんをお持ちの会員さんへの送付は、ひかえさせていただきますのでご了承ください。
なお、幼稚園、保育園に在園中のお子さんをお持ちの方で郵送での送付を希望の方は、センターまで電話でご連絡
ください。
また、保育園、幼稚園に今年度入園された方、住所・第二子誕生など変更がある方は、事務局までご連絡ください。

サブリーダーさんからひと言
事例発表会を開
催しました。

発表の様子

「ありがとうございました。」可愛
い声で今週の活動が終わり、週末は
大好きな家庭菜園で過ごしています。
活動中の孫ちゃんのような子どもさ
んたちとの楽しい会話にも、お野菜のこと、庭に咲い
ている花のこと、年齢は違っても会話も弾み笑みが生
まれます。提供会員として、よそ様の大切な子どもさ
んを預かる事に不安もありましたが、少しでも若いお
母さんのお役に立てばと思い始めた事でした。これま
で事故無く続けて来ました。これからももう少し続け
ようと思っています。よろしくね！
提供会員 佐久間由利

絵本シアター
カフェで楽しくおし
ゃべりしました。

３月 11 日、ふれあいプラザで事例発表会を
開催しました。この日は、平成 27 年度の実績
報告と、会員による援助活動の体験談の発表を
行い、事業への理解を深めました。
【依頼会員より】初めて子どもを預けた日は不
安もありましたが、現在は提供会員さんを頼ら
せていただいています。
【提供会員より】私自身も、お子さんを預かりな
がら一緒になって楽しんでいます。
発表後は、手遊びや絵本シアターを行い、ファ
ミサポカフェでは子育ての話題を中心に楽しい
時間を過ごして交流を深めました。

昨年同様
、皆様と
一緒に楽しみながらサブ
リダーを努めたいと思い
ますので、よろしくお願い
いたします。
提供会員 佐藤ミツ子

昨年に引き続
き、今年もサ
ブリーダーを
努めさせてい
ただきます。
私自身も子育ての真っ最中です
が、皆さんの子育てのお手伝い
ができればと思いますので、よ
ろしくお願いします。
提供会員 鎌田由紀子

事 務 局 よ り
ファミリー・サポート・センターは、子育てのお
手伝いをして欲しい方と援助出来る方が会員登録
して、お互いの信頼と了承の上で、一時預かり、送
迎活動を行っています。
お陰様で、地域の皆様のご協力をいただきながら
会員間の関わりを大切に援助活動が行われていま
す。
今後も会員の皆様との関わりを大切にしながら、
主催事業の企画、会員間の連絡調整などをスタッフ
として事務局アドバイザーを努めさせていただき
ます。
今年度も、引き続きよろしくお願いいたします。
アドバイザー遠藤 恵子
遠藤留味子

会員数
〒989-0275
白石市字本町２７番地

依頼会員
提供会員
両方会員

活動件数

６２８名
４３４名
１４１名
５３名

７１１件

（H27.4.1～H28.3.31 現在）

H27 年度事業・活動実績の報告
会員数

500

６２８名

400

（依頼会員４３４名・提供会員１４１名・両方会員５３名）

300
200
100

活動件数 ７１１件

0
依頼会員 提供会員 両方会員

✿ 件数内訳
①
②
③
④
⑤
⑥

（多いものから）
放課後児童クラブ迎え、子どもの習い事等の場合の援助
保育施設までの送迎
保育施設・小学校休み時、保育施設入所前の援助
保育施設の保育開始時や保育終了後の預かり
買い物等外出の際の子どもの預かり
学校の放課後の子どもの預かり

２４６件
２２０件
７４件
７０件
２８件
２６件

✿その他の件数
保護者の病気・急用事の援助（11 件）、放課後児童クラブ終了後の預かり（10 件）
、冠婚葬祭や他
の子どもの学校行事の時の預かり（9 件）、保護者の家事・用事・リフレッシュ時の預かり（7 件）、
保護者の短時間・臨時的就労・求職活動時の援助（5 件）
、その他（5 件）
※送迎（塾、保育施設、児童館など）を含めた活動が大半で、保育開始前・終了後の預かり、外出、
小学校終了後の預かりの活動が次に続いています。

事例発表会の報告
依頼会員発表内容

提供会員発表内容

転勤族で祖父母に子どもを預けることができ
ない為、二人目を出産後、通院や健診時に子ども
二人を連れて歩くのが大変と思い入会しました。
初めて預けた時は心配でドキドキしながらお
迎えに行きましたが、
提供会員さんと楽しそうに
はしゃいでいて、安心したけれど少し寂しいくら
いでした。今では何の心配もなく、頼らせていた
だいています。

近所に住む友人が会員として活動していたこ
とと、他市に住む娘が育休後にファミサポにお世
話になったことがきっかけで、恩返しのつもりで
入会しました。主にやんちゃっこ広場で短時間の
預かりをしています。初めてのお子さんは泣き別
れをすることもありますが、孫二人で経験済なの
で大丈夫です。お預かりすることで、私自身も脳
の刺激になって一緒に楽しんでいます。

～参加者の感想から～
依頼会員から
子どもを預けるのには迷い
がありましたが、実際に活動
されている提供会員さんのお
話しを聞いて、何か困った時
には安心して預けることがで
きそうと感じました。

提供会員から
自分自身の子育ての初心
を思い出しながら、皆さん
が安心して子育てが出来る
ようにサポートしていきた
いと思っています。よろし
くお願いいたします。

お茶とケーキを頂きながら会員
同士でおしゃべりしました

しろいしファミリー・サポート・センター

平成２８年度
月

年間行事予定表

講習会・交流会等

講習会

４月
５月

多くの方の参加を
お待ちしています。

・普通救命講習会28日(土)9:00～12:00
乳児から小学生の心肺蘇生方、AEDの使
用の実技、

６月

５月～7 月までに行われる

けがの応急処置などの内容。

事業の内容はファミサポ通

・第１回講習会９日（木）10:00～12:00
・第２回講習会17日(金）10:00～12:00
・第３回講習会23日(木) 10:00～12:00

信 VOL65 をご覧ください。

７月

・第１回講演会
ラフターヨガ
（ ス ト レ ス 発 散 の た め の 笑 い と 呼 吸 ） 【講習会】

わっはっは！でストレス発散！

会員に対して活動に必要な子育ての

～笑いの体操と絵本の読み聞かせ～

知識の提供を行います。支援できる
方、子育て中の方もご参加ください。

14日(木）10:00～11:30
８月
９月

【講演会】
最新の情報と知識を提供します。

１０月 ・交流会（秋祭り・コーナー遊び）
12日（水）10:00～12:00

・第４回講習会15日（木）10:00～12:00
・第５回講習会23日（金）10:00～12:00
・第６回講習会29日(木) 10:00～12:00
9 月行われる講習会の内容
【第 4 回講習会】

１１月 ・第２回講演会
・乳児から４歳までの食事の与え方
「からだ」「あたま」「こころ」を育てよう 【第５回講習会】
～子どもの育ちと運動遊びとの関わり～

講師：櫻田和子さん
17日（木）10:00～12:00

・子どもの年齢に応じた事故について
（ひやりハット事例を使っての学習）
【第６回講習会】

１２月 ・交流会
（ふれあいプラザクリスマス会）
14日（水）10:00～12:00

・６～８歳の発達・子どもを預かるうえ
での人間関係について

１月
【交流会】

２月
３月

会員と会員以外の方の 交流の場として、開催します。

・事例発表会・交流会
15日（水）10:00～12:00

交流を深めながら楽しい時間を過ごしましょう ！

