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かわにしファミリーサポートセンターは、おかげさまで、今年 7 月 1 日に開所 15 年

を迎えました。今まで、会員の皆さまに支えられてきたことに感謝いたします。 

これからも、ファミリーサポートセンターをどうぞよろしくお願いいたします。 

 平成 2７年９月発行 

 

ファミサポ祭り 

（第１回交流会） 

7 月 4 日（土） 

IN ふれあいプラザ 

 

サブリーダーの森田裕美さんが絵本の読み聞かせをしてくれました。参加した子どもたちは、絵

本の世界に引き込まれるよう・・・。会場全体、し～んと静まり返っていました。 

 いつもの交流会とは趣向を変え、１５周年のお祝いを兼ねてファミサポ祭りを開催しました。 

その場で作ったポップコーン、魚釣りゲーム、輪投げ、まとあてなど、子どもたちはおおはしゃぎ

でお店を回っていました。全部のお店を回ったら、おみやげのお菓子をもらいに・・・。 

 後半は、依頼・協力会員さんのサポートの体験発表がありました。どのお話も温かく、子育てと

お仕事を両立される依頼会員 T さんはファミサポに助けられながらここまで来られたことを。協力

会員 Y さんは自身の子育てを終え、今までに関わったサポートの様子、そして、これからも子育て

に困っているお母さんたちを助けたい、と語ってくれました。 



平成 21 年 4 月 

旧事務所から移転 

写真は、平成 12年

の開設当時です。 

近々、旧事務所は再

開発の為、解体され

る予定です。 ▶ 

 

 

  

ますます期待される 

  地域での子育て支援 

 

    川西市長 大塩 民生 

 

かわにしファミリーサポートセンター１５周年おめ

でとうございます。 

 「かわにしファミリーサポートセンター」は、働く人

の仕事と育児の両立を支援する取り組みとして、平成 

１２年度に川西市社会福祉協議会の協力を得て設立し

ました。 

 地域における願いに添った援助活動の充実に向け、

日々ご尽力いただいている会員のみなさまには心から

感謝申し上げます。 

 子育てを巡る環境は設立当時と比べても大きく変化

しており、地域とのつながりを深め、子育てを支援して

いく当センターの役割は、今後ますます大きくなるもの

と思われます。 

 今後とも「かわにしファミリーサポートセンター」が

市民に喜ばれる相互援助ができますよう、みなさまのさ

らなるご理解とご協力をお願いいたします。 

 地域で取り組む子育て支援 

 

猪名川町長 福田 長治 

 

かわにしファミリーサポートセンター開設１５周年

おめでとうございます。 

本町は平成１４年度から「かわにしファミリーサポ

ートセンター」に参画させていただいており、仕事と

育児を両立して安心して働くことができるように、子

育てをしている家庭を支援するサービスとして定着し

てまいりました。 

今年度から「子ども・子育て支援新制度」が始まり、

本町では新たに「こども課」を新設し、子ども・子育

てサービスのさらなる充実を目指して各種事業に取り

組んでおります。 

子育ては、保護者だけでなく学校・行政・地域が一

体となって、子どもを安心して産み育てることのでき

る環境をつくることが重要です。 

ファミリーサポートセンターは、地域で子育てを応援

するシステムとして、もっと多くの人たちに知っても

らい、この事業がより一層発展するようみなさまのご

協力をよろしくお願いいたします。 

記念特集号に寄せて 

 

川西市社会福祉協議会 

    会長 安田 末廣  

 

ファミリーサポートセンターを開設し１５年が経過

いたしました。会員数も９３０名を超え、この間、大き

な事故やけがもなく、運営ができていますのも皆様方の

ご協力の賜物と厚くお礼申しあげます。 

 さて、川西市におきましても少子高齢化が進み、この

１５年間で高齢化率は 12.8 ポイント上昇し 29.1％

に、年少人口比率は 0.6ポイント下降し 13.1％となり

ました。こうした少子高齢化のみならず、核家族化の進

行や都市化、女性の社会進出、ライフスタイルの多様化

など、子どもや家庭をとりまく環境は大きく変化してい

ます。 

子は社会（地域）の宝です。安心して子育てができる

地域や環境が求められ、それとともにセンターに対する

期待も高まっています。次代を担う子どもたちの笑顔の

ために、皆様方のより一層のご理解、ご協力をお願いい

たします。 

旧事務所 

現事務所 

◀現在の事務所

です。ファミサポ

は、ふれあいプラ

ザ 3 階にありま

す。 



 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 習 会 

全体交流会 

年間６回、お互いの安心とより良いサポートのためにリフレッシュヨガ・手作りおもちゃ・

子どものケガや病気について・調理実習など様々な内容の講習会を開催しています。 

安全講習 

ステップアップ研修 

全会員を対象に年２回行っています。みんなで手作りお菓子を作ったり、クリスマス会を

したり普段、お顔を合わす機会がない会員さん同士の交流の場にもなっています。 

登録をして間もない会員さんや現在サポートをしていただいている会員さんを対象にした

講習会です。内容は、年齢別の子どもの発達とケガの予防やかわにしファミサポの現状な

どになっています。 

ＡＥＤ・心肺蘇生法や保健師さんのお話しなどを中心に安心してサポートをして

いただくために年に 2 回行っています。 

ヒヤリハットにつ

いて話し合い 

子ども用の人

形を使って、勉

強します 

お菓子を作ったり

クリスマス会をし

たり毎回、たくさ

んの会員さんが参

加されています 

 

 

 

ファミリーサポート 

センターの活動あれこれ 



 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

15 年間の会員の推移 

活動内容 H26 年度 

 

   

ファミリーサポートセンター沿革

史 
平成 12 年 ファミリーサポートセンターの設立 

平成13年 利用対象が就労中の人から子育てしてい

る全ての人に 

平成 14 年 広域利用開始（宝塚・伊丹・川西・猪名

川町） 

平成 21 年 旧事務所からふれあいプラザへ移転 

平成 24 年 ステップアップ研修開始 

平成 26 年 安全講習開始 

     猪名川町役場 生活部 こども課 

              西角 秀一 

かわにしファミリーサポートセンター15 周

年おめでとうございます。 

ファミリーサポートの事業は依頼会員と協

力（両方）会員の協力があってできる事業で

す。今後においても地域で子育てを支援でき

る機関として、猪名川町の子育て支援と相互

に協力しながら、ともに発展していきたいと 

思っております。 

地区別会員別会員登録者数 H２７．８現在 

 川西南 中央 多田 多田西 東谷 猪名川町 広域 計 

依頼 51 131 103 84 106 79 15 569 

協力 11 31 46 46 41 22 6 203 

両方 16 30 36 24 24 27 2 159 

 78 192 185 154 171 128 23 931 

 

ファミリーサポートセンターの設立以来、地域で子育てを支援してくださることは、当課にとって非常にたのも

しい存在です。子どもさんたちにとってもその影響は大きいと思われます。 

先日、うれしい話を聞きました。 

以前に依頼会員として、お子さんを預けたお母さんが「子どもがお世話になって非常に助かったし、有難かった。

今度は協力会員として、地域のお役にたちたい。」とおっしゃっていたそうです。こういうつながりもファミリー 

サポートセンターがあってこそだと思います。 

今後とも、このような広がりが地域に根付いて、ますます発展していくことを願っています。 

 

 川西市子育て家庭支援課 

 

 

 



▲手をつないで 

 バス停まで 

 

 

  

サポートの取材に行ってきました！ 

 小学校育成クラブ（学童）のお迎え後、スイミング

バスに乗せるまでのサポートに同行しました。台風が

近づいていて、とても暑い日でした。協力会員 F さん

は M ちゃんの手を取り、今日の学校のことなどお話し

しながら歩いて行きます。アドバイザーにも、笑顔で

一緒に行こうと言ってくれた M ちゃんでした。 

 １歳児歯科検診の付添のサポートに同行しました。双子の M

ちゃんと Y くん。いつもお手伝いいただいている協力会員 S さ

んと一緒に検診です。歯の検診では、怖くて泣いてしまいました

が、二人ともすぐに泣き止みました。S さんは、お母さんにとっ

ても、とても頼もしい方 

だとお聞きしています。 

 サポートも日毎に慣れ、短い時間ですが、学校や虫の話など、おしゃべりをしてバスを待ち

ます。無事、バス乗車を見届けることで安心され、子育て中のお母さんの手助けが出来て私も

嬉しいです。サポートで、M ちゃんに会えるのを楽しみにしています。 協力会員 F さんより 

習い事のバス停までの送りにファミサポを利用させていただいて

います。最初は小学校までバスが来てくれる習い事なので、1 人で乗

って行ってもらおうと思っていました。でも、バスの来る時間も交通

事情によってマチマチで、1 人で待たせるのも不安だなと思っていた

時に学童の先生から、ファミサポを利用してはどうかとアドバイスを

いただきました。利用させていただいて、安心して習い事に通わせる

ことができて本当に助かっています。 M ちゃん母より 

協力会員 Sさんと(*^_^*) ▶ 

取材の翌日は 1歳のお誕生日！！ 

▲無事、バスに。 

いってらっしゃい！ 

▲歯科検診の場所に到着。 

 一人だと大変ですね。 

◀育成クラブに 

お迎えに来ました 

協力会員になって、サポートの初日はドキドキでしたが、可愛い二

人のお世話をさせていただくことが楽しくて、すぐに次のサポート日

が楽しみで仕方ない日々となりました。サポートしていく中で、寝返

りやおすわり、はいはいや立っちなど日々の成長を感じることがで

き、二人の成長を私も楽しませてもらっています。私自身は四人の子

育てを経験していますが、双子ちゃんの子育ての大変さを改めて知り

ました。少しでもお役に立てれば幸いです。  協力会員 S さんより 

 サポートを通して、先輩お母さんから子

どもへの接し方を学ばせてもらったり、時

には子育ての相談もさせてもらっていま

す。なかなか外に出られないので、お手伝

いに来てもらい、お話をすることで、気分

転換にもなっています。子どもにとっても

私にとっても大切な時間です。今では、毎

週のサポートを楽しみに待っています。 

近くに両親や親戚のいない私たちにとっ

て、とても心強い支えとなっています。   

M ちゃん Y くん母より 



 

 

  

サブリーダーさんの紹介 

川西南地区 

  

 

中央地区 

  

 

多田西地区 

  

  

多田地区 

  

 

猪名川地区 

  

東谷地区 

  

 

 各地区のサブリーダーさんです。 

東谷地区は、今年の４月に田代みどりさん

から田中八代さんに代わっています。 

●サブリーダーのお役を引

受けして、早 5 年目を迎えま

した。沢山の人達と出会えて 

檜 

●皆様のお役に立てるように頑張りたいです。 

七條ヨウ子さん 

●協力会員になって 10 年余

り。そこで出会えたお子さんや

親御さん達、優しいスタッフの 

 方や個性あふれるサブリーダー方々。皆さんお元気で頑張

っておられる方ばかりです。サポートしているつもりが反

対に皆さんから元気とやる気をもらっています。 

長江美知枝さん   

 

森田さん・長江さん 檜皮さん・七條さん 

色々な話をしたり聞いたりして、とても良い経験をさ

せてもらっています。とりわけ、子どもたちの笑顔は

私の何よりの糧です。本当にありがたく思います。 

檜皮智子さん 

 ●ファミリーサポーターを始めてやっと５年目になりま

した。大切なお子さまをお預かりするということは、責任

重大で大変なお仕事なのですが、思い出されるのは可愛い

笑顔と楽しいことばかりです。これからもお役に立てるよ

うに頑張ります。 森田裕美さん 

 

工藤さん・石井さん 前田さん・細見さん 

湊 さん・牟田さん 福間さん・田中さん 

●手探り状態での活動でした

が、依頼会員さんにも喜んで

いただき、学ぶことも沢山あ 

りました。大切なお子さんをお預かりするのだから、

私たちももっと勉強して安心と信頼を・・・との思い

で意見を出し合って頑張っています。 福間朝代さん 

●H27 年度より新たにサブリーダーになりました。

センターの開設から協力会員として入会させていた

だいておりますが、サブリーダーとしては新入生で

す。お役に立てますよう頑張っていきたいです。 

どうぞよろしくお願いします。 田中八代さん 

●ファミサポ事業に参加させて

いただいて早十数年。開所 15

年ということで振り返れば、 

 関わった子どもさんの顔が浮かんできます。あの子はもう

高校生に、あの子は中学生になったかと楽しかった事のみ

思い出されます。何事もなくあっと言う間に過ぎた事に感

謝感謝です。 工藤スミヨさん ●開所当初より、ファミ

サポ 

●21 歳、17 歳、15 歳の

子を持つ母親です。子育て

中は楽しくあっと言う間に 

●私の子育ては主人と二人

だけで始まりました。「何か

の時には…」と探して出会

っ ったのがファミサポでした。頻繁にお願いする事は

ありませんでしたが、安心感がありました。今は私

のように子育てで不安に思っている方のお手伝い

が出来ればと思っています。 前田美香さん 

●両方会員となって 11 年、ファミリーサポートか

ら勇気をもらいました。現在では、小さなお子さん

たちから元気をもらっています。 細見京子さん 

時間が過ぎるけど、ふと一人になりたい時ってあり

ませんか。 リフレッシュしたい、誰かと話がしたい

時などにも、どうぞお気軽にファミサポをご利用く

ださいね。  湊 悦子さん 

 ●15 周年おめでとうございます。子育て中のお母

様方の心強い存在のファミサポだと思います。私も

そんなお母様方の応援をしたいと思い、協力会員に

なりました。これからも応援していきたいと思って

います。 牟田信子さん 

サポの活動をさせていただき、初めてお世話したお子さん

も、すっかり大きくなっておられると思うと 15 年も早い

ものだと感慨深いものです。お母さんたちを少しでもサポ

ート出来たらと取り組んでいますが、今では私の方が子ど

もたちから元気をもらっています。 石井由紀子さん 
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出前講座始めます

 

 

 

☆今、求められる子育て支援のかたち 

～ファミリーサポートセンターについて～ 

☆年齢別の子どもの発達と危険予知について 

参加人数と場所が決まりましたらセンターへ 

ご連絡ください。 

「ファミサポってなぁに？」 

「どんな時に使えるの？」 

「どんなサポートがあるの？」などなど。 

興味や関心はあるけれど、センターまでは 

なかなか行けないという方やサポートはしたい

けれどどのようなことに気をつけないといけな

いのかなどテーマに添ってお話しさせて 

いただきます。 

 

お問い合わせは 

ファミリーサポートセンター 

℡０７２（７４０）６８００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《プレイルーム・子育て相談》 

・牧の台子育て学習センター 

   ℡072-794-7065 

・川西市総合センター 

   ℡072-758-8398 

・アステ市民プラザ子育て学習ルーム 

   ℡072-740-1125 

 ※開所時間・曜日は直接ご確認ください。 

《産後ヘルパー事業》※生後６ヶ月まで対象 

・こども家庭室 子育て・家庭支援課 

      ℡072-740-1179 

《病後児保育》 

・病後児保育施設おひさまルーム 

    ℡072-758-3788 

         

猪名川町で入会説明会を実施します 

日時：Ｈ27年 10月 9 日（金） 

   10:00～12:00 

場所：猪名川町役場 １階 

持ち物：印鑑（シャチハタ可） 

入会をお考えの方、この機会に役場にお越し 

ください。 

前日までお電話でご予約をお願い致します。 

ファミリーサポートセンター 

 ℡０７２（７４０）６８００ 

1. 会員登録 

事前にご予約を 

お願いします。          

 

2. センターより援助活動の紹介 

        
 依頼内容に添って 

会員さんをご紹介します。 

3. 会員同士で事前打ち合わせ 

        
 気をつけてほしいこと、気を 

つけないといけないことなど 

をお話ししてもらいます。 

4．援助活動（補償保険に加入しています） 

          
 協力会員宅でお子さんをお預かり 

 していただいて、サポートして 

 いただきます。 

 
5．報酬の受け取り（８００円/時間） 

   活動報告書の提出 
内容を確認後、報酬額を協力会員 

に支払っていただきます。 

サポート終了後、翌月 5 日までに 

センターまで提出していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動のながれ 

 
詳細につきまし

ては、各施設まで

お問い合わせく

ださい。 

・住所変更やその他登録状況に変更があった場合

は、必ずセンターまでご連絡をお願いいたします。 

・直接依頼をされた場合もセンターへご連絡をお願

いいたします。（留守電・FAX・メール可） 

・活動報告書の提出期限は、翌月の 5 日です。 

 報告書の確認・料金の精算は、月末までにお願い 

    いたします。 

      お 願 い 



 

 

 

 

≪お問合わせ先≫ 

 社会福祉法人 川西市社会福祉協議会        

かわにし ファミリーサポートセンター      

〒666-0017 川西市火打 1 丁目 1番 7 号            

ふれあいプラザ３Ｆ 

TEL 072(740)6800  FAX 072(759)5203  

URL  http://www.k-shakyo.or.jp  

E-mail famisapo@k-shakyo.or.jp      

☆ 月曜～金曜 午前 9 時～午後 5 時 30 分 

 

 

QR コード 

編集後記 

ファミサポの使命は、地域における『安全・安心の子育て環境』と『親子の幸せ』づくり。今まで以上にフ

ァミサポへの期待が高まってきていますが、今が踏ん張りどころです。みなさまのご協力をよろしくお願いし

ます。 所長 北村俊雄 

センター開所から 15年を迎え、会員さんもたくさん増えて様々な依頼のご相談も 

いただきます。子育て支援制度も新しくなり、ファミサポの重要性も問われている中 

これからも子育て支援の一端を担えるように頑張ります。 アドバイザー 佐藤千景 

 ファミサポも 15 年を経て、たくさんの思い出、歴史が出来ました！これからも、もっとファミサポを周知

していただけるよう努力していきたいです。宜しくお願いいたします。 アドバイザー 原田佳代 

～ファミリーサポートセンターの会員募集～ 

ファミリーサポートセンターとは、子育ての応援をしたい人（協力会員）と子育ての応援を受けたい

人（依頼会員）が会員登録をして、お住まいの地域の中で育児の援助活動を行う会員制の組織です。 

 関心のある方は、下記センターまでお問い合わせください。 

 （入会登録は、予約をしてからセンターへお越しください） 

クリスマス会 ～第２回交流会～ 

 

日 時：12 月 20 日(日) 10:00～12:00 

 

場 所：中央公民館 大集会室 

 

 

≪依頼内容≫ 
 

・保育所や学校終了後の預かり 

・兄弟の学校行事や病院への通院 

など外出の間の預かり 

・保育所や習いごとの送迎 など 

 

依頼会員 0 才から小学 6 年生の子どもをお持ちの方 
 

協力会員 健康で保育に熱意があり、お子さんを自宅で預 

かることができる方 

※ 両方を兼ねる両方会員もあります 

 

利用料（１時間あたり） 

 

◇ 月～金 午前７時～午後９時 

８００円 

◇ 土・日・祝日・時間外等 

９００円 

 

プレゼントも

もらえるよ！ 

http://www.k-shakyo.or.jp/
mailto:famisapo@k-shakyo.or.jp

