第 46 号
かわにしファミリーサポートセンター

Family Support

通信

ファミリーサポートセンターでは、
「子育ての応援をしてほしい」
「子育ての応援をし
たい」人が会員となり、子育ての援助活動をお住まいの地域の中で行っています。
平成 31 年 3 月発行

昨年１２月９日（日）
、新しくできましたキセラ川西プラザでクリスマス会が行われました。今年は、とっ
ても可愛いジュニアチアリーディング「ジャスティス☆」さんのオープニング、トークもめっちゃおもしろ
い「かば☆うま」さんのライブ♪、そして、最後は川西南中学校の吹奏楽部による演奏。
今流行の「Ｕ.Ｓ.Ａ.」を演奏してくれました！会場の子どもたちもノリノリ！
また、毎年行っています会場が今年は狭くなったため、参加申込の方全員が入れないことになり、誠に申
し訳ありませんでした。今年のクリスマス会は、広い場所で開催したいと思っております。
詳細が決定しましたらお知らせいたしますので、楽しみにお待ちください！

交流会（クリスマス
会）

ジュニアチアリーディング「ジャス

「かば☆うま」のうたライブ♪

川西市立川西南中学校の吹奏楽部

ティス☆」小学生のお子さんたちの

絶妙なトークで、大人も子どもも一

の演奏。生徒さんたちがたくさんの

可愛くて、元気いっぱいの演技！！

緒に楽しむことができました！！

曲を披露してくれました！！

交流会などの行事のお手伝いをして下さる方、募集します！
ファミリーサポートセンターでは、11 月 10 日（日）の子育てフェスティバル、また
１２月 8 日（日）に行われる交流会「クリスマス会」など、行事のお手伝いをして下さる方を
募集しています。当日、お手伝いをしていただいた方には、センターから交通費が支払われま
す。みなさんのお力を貸していただけませんか？そして、ファミリーサポートセンターを一緒
に盛り上げてください！
☆詳細は、センターまでお問い合わせください。
☎740-6800

講習会の報告
子育て支援者講座１日目 H30 .10.17
・色々なところで皆さんが頑張っている姿に感動しまし
た。いろいろな地域の話が聞けて良かった。
・地域が変わると知らないこともあり、ファミサポや清和
台の活動を聞いて、また頑張る意欲が出てきました。
あそびの内容も工夫していきたいと思いました。

子育て支援者講座 2 日目

H30 .10.24
・人を支える時に大切なことがとても勉強になった。
今までの悩みが解決する糸口になりました。これからの子
育て支援をくじけずに頑張ります。
・
「学ぶ」ことは「変わる」こととのメッセージ、は心に残
りました。気付きがいっぱいの講座でした。

ステップアップ研修 2 日目

H30 .11.16
・聞いていて、おもしろく楽しく聞かせていただきまし
た。事例も交えて、気を付けないといけないという気持ち
がより強くなりました。
・身近な話で、とても参考になりました。昔とは違う処置
の仕方も勉強になりました。

調理実習講習会 H31 .1.16
プチおせち料理

・すごく良かったです。来年のお正月が来てほしくなり
ました。来年は、今日教えていただいたメニューを作り
たいと思います。
・多数の品数でどれも美味しかったです！！
いつも作らない種類のおせち料理を学べたので良かった

子育て支援講座 H31 .2.6
1
・わかりやすく、聞きやすいお話でした。今後に活かしていき
たいです。ありがとうございました。
・とても心に響きました。早速、実施してみようと思いました。
・とてもわかりやすく理解できた。
先生の人柄がにじみでて、とてもよかった。
・保育もしてもらえて、助かりました。

サブリーダーさんのお仕事
サブリーダー会（月 1 回）
・月に 1 度センターに集まり、活動状況や講習会の
報告、協議事項検討などファミサポについて話し合
います。

講習会のお手伝い
・救命講習～AED～、体験発表、調理実習など会員の資
質向上の為の講習会をおこないます。準備、受付、参加、
片付け、保育などのお手伝いをしてもらいます。

フェスティバルのお手伝い
・5 月に猪名川キッズフェスティバル（イナホール）、
11 月にかわにし子育てフェスティバル（アステホール）
があります。受付や保育、ファミサポ PR のお手伝いが
あります。
交流会の企画・運営

・夏と冬に交流会があります。内容を考え、受付や準備はもちろ
ん、司会やコーナーの担当など、会の中心となって動いていた
だきます。終わった後は反省会をして次の交流会の糧とします。
今年度で任期が終了するサブリーダーさんがいらっしゃい
ます。長い間本当にありがとうございました。皆さんの優しさ
と、熱い想いは決して忘れません。次の世代に伝えていけるよ
う頑張ります。

～ファミリーサポートセンター

一同～

～ファミリーサポートセンター 一同～
～サポート料金（報酬）の受け渡しについて～

報酬の受け渡しの方法について、お知らせです。子どもの目の前で金銭の授受をしたために、子
どもが協力者との会話の中でお金のことを話すようになり、気まずい思いをしたケースがありまし
た。こうしたことを回避するためにも、子どもの目の前で直接現金をやりとりするのではなく、封
筒に入れて渡すなどの配慮が必要になってきます。報酬はお礼の気持ちです。受け渡しは依頼者が
協力者の自宅に持って行き感謝の気持ちを伝える機会にするなど心掛け、ファミサポでのつながり
が安心して子育てのできる環境づくりのきっかけとなるよう共に活動していけたらと思います。
※4/27～5/6 の連休について、センターはカレンダー通りの休みとなります。
報告書の提出は毎月 5 日締めですが、5 月については 10 日締め切りとさせていただきます。

H30 年度 ファミリーサポートセンターの会員数
《地区別会員登録》H31．１月末現在
川西南

中央

多田

多田西

東谷

猪名川

広域

計

依頼

66

187

128

108

109

92

17

707

協力

17

36

53

53

44

29

5

237

両方

20

36

40

39

26

31

1

193

計

103

259

221

200

179

152

23

1137

31 年度講習会・交流会のお知らせ
日程

内容

講師

場所

① 5月

保育の心

未定

② 6月

救命救急～AED 実践～

岡村千絵さん

③ 7月

協力・両方会員交流会

未定

キセラ川西２階

④ 8月

夏休み特別企画親子クッキング

長野益夫さん

共用会議室

⑤ 9月

小児看護～子どもの病気

岡村千絵さん

⑥ 11 月

子育て支援者講座

未定

⑦ 12/8

クリスマス会（全会員交流会）

未定

アステ川西 6 階

⑧ 1月

子どものあそび

NPO 法人育ちあいサポートブーケ

キセラ川西２階

⑨ 2月

子育て支援講座

未定

共用会議室

○①②④⑤⑥⑧⑨は協力・両方会員優先、③は協力・両方会員のみ、⑦は全会員対象となります。
○上記以外にも 2 ヶ月に 1 度安全講習会があります。サポートする方はこの安全講習会と救命講習を受けてか
らのサポートになります。救命講習会は消防本部等で受講しても知識があれば大丈夫です。
○保育をしてくださる方を募集します。報酬はセンターから支払われます。
○全ての講座は予約が必要です。保育（定員有り）もありますのでお問合せください。
※内容、日程が変更する場合があります。対象の方には案内状でお知らせします。

事前打ち合わせ用紙が変わります
平成 31 年 4 月より事前打ち合わせ用紙が変わります。3 枚複写の用紙になりますので、1 枚をセンターに提
出してください。サポート内容が変更になる時も今後、同様に用紙を記入し提出していただくことになります。
書き方の見本を同封していますのでご確認お願いいたします。対象者の方には後日センターより事前打ち合わ
せ用紙を送付させていただきます。用紙が必要な際は、センターへご連絡ください。
＜お問合わせ＞
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 12 番 16 号
キセラ川西プラザ 福祉棟 1 階
℡

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

