
 12 月 8 日（日）アステホールにて、第 2 回交流会「クリスマス会」を行いました。参加数 200 名を超

え、会場にはたくさんの親子連れの方に参加いただきました。ありがとうございます。今回は、ジャスティ

スのチアリーディング、わっちゃ団のパネルシアターと川西中学校吹奏楽部の演奏があり、最後はサンタさ

んが登場しました。出演してくれた方達はみなさん素敵で、参加してくれたお子さんたちは憧れのまなざし

で見ていたのが印象的でした。サンタさんからもプレゼントをもらえて楽しんでもらえたかな？ 

 

   

 

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。 
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 おかげさまで、かわにしファミリーサポートセンターは今年で 20 年を迎えます。

2000 年 7 月に川西市に開設し、2002 年には猪名川町の方も利用できるように

なりました。現在の会員数は、12月末時点で 1137人です。 

 この20年間で、世の中の情勢やサポート内容も変化してまいりましたが、『おたが

いさま』の気持ちをもって、川西市・猪名川町地域でファミリーサポートセンターの活

動が安心して行っていけるよう、これからも会員のみなさまのお手伝いをしていきた

いと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 



 

     

講習会・交流会・研修 

ご報告 

        『小児のけがや病気のお話』 

      ベリタス病院 救急看護認定看護師 

講師：岡村 千絵 さん 

 子どもの事故や病気に加え、ＡＥＤの使用の仕方

や胸部圧迫について学びました。たんこぶが出来

たら安心、血が出たら安心などの言い伝えがあり

ますが…あれは全て迷信だそう。 

心配な時は受診してくださいね。 
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全国アドバイザー交流会・講習会 

      

年に１度のファミサポ担当者対象の全国講習会

が東京と大阪で開催されました。今年度は「幼児教

育・無償化」により事業に求められる「質の確保」

のための安心・安全な活動について、講演、グルー

プワーク、情報交換を行いました。 

 

     NPO 法人育ちあいサポートブーケ主催  

     ファミリーハロウィン☆ブーケ 2019 

 

昨年より社協ブース(共同募金とファミサポ入会登

録会)で参加しています。子育て中の保護者が中心と

なって開催するこのイベントは、ワークショップや

ショー、仮装パレードなど、２千人が 

参加する盛り沢山のイベントでした。 

 

子育て支援者講座 

         『未来を担う子どもたち 』 

～発達障がいのお子さんの支援について～ 

     講師：くすのき ゆり さん 

こどもはワイルドに遊び、お家のお手伝いをする。

生活習慣も大切だそうです。 

１番はお母さんが自信を持 

てる子育て支援が必要です。 

 

           女性労働協会主催 

     リスクマネジメント研修 

 

 事故の未然防止の為に必要な取り組みとして、ヒ

ヤリハットの収集及び活用方法を学んできました。

皆さんが経験したヒヤッとした体験をセンターにお

知らせください。情報共有することで事故を未然に

防げます。連絡お待ちしています！ 

 

     川西市こども・若者ステーション主催 

子育てフェスティバル 

 

 市民の方が子育てに関する情報を集めることが

できる年に１度のイベントです。子育て相談やふ

れあい遊び、舞台では人形劇等 

楽しい催しがいっぱい。ファミ 

サポは９人の入会がありました。 

 

     4 市 1 町ワーキング会議 

 

 広域利用ができる宝塚市、伊丹市、三田市、川西

市、猪名川町のファミサポ担当者が集まり日頃の

サポートについて意見交換をしました。議題は実

施要項変更に伴い今後どう対応していくかが中心

でした。詳しくは次のページでご紹介します。 

 

      こども家庭応援団主催 

     子ども・子育てを応援する勉強会 

 

 「子どもの居場所の取り組みの動向」をテーマに 

講師に金澤ますみ先生をお呼びして今の現状や取

り組みについて学びました。紹介されたYouTube

「ヴィジュアルノベル智の物語・前編」には心が痛

みました。何が出来るかを考えていきたいです。 
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いつもありがとうございます 

 

～１番下のお子さんが小学校を卒業される依頼会員の皆さまへ～ 

会員変更と退会手続きのお願い 

 ファミサポの対象年齢は６年生までです。１番下のお子さんが小学校を卒業される依頼会員さんには会員変更

届と退会届をお送りしますので手続きをお願いします。今度は同じ子育て中のパパママを応援したい方、協力会

員に変更して一緒に活動してみませんか？ご興味のある方はぜひセンターまでお問合せください。大歓迎です♪ 

  
 ファミサポの実施要項の変更等によりサポート内容を検討したものをお知らせします 

～厚生労働省より～ 
○援助を行う会員への講習の実施 

 AED や心肺蘇生法等の実習を含んだ緊急救命講習と、事故防止に関する講習を、少なくとも５年に１度受講する。 

→未受講の方、前回受講から５年が経っている方は、受講をお願いします。ファミサポの講習会だけでなく、消防署

や市等で受講していただいても結構です。 

○子どもの預かりの場所 

 援助を行う会員が日頃から注意すべきポイントをチェックリスト形式でまとめたリストを作成し、これを活用して、

預かり場所の定期的な安全点検を行い、子どもの事故を防ぐ上での対応が十分でない点を明らかにして改善する。 

→チェックリストを同封しますので確認をお願いします。現在入会登録でお渡ししている安全対策マニュアル P3、

P4 にも記載しています。 

○預かる子どもの人数 

一度に預かることができる子どもの人数は、援助を行う会員１人につき、原則として１人とする。なお、やむを得ず

複数の子どもを預かる場合には、援助を行う会員の経験や子どもの年齢等を考慮し、安全面に十分配慮すること。 

→やむを得ずの複数預かりは兄弟のみとします。安全を配慮して個別に調整します。 

 

※現在ファミサポでは安心安全のサポートができるよう国から様々な通達があります。その都度サポート内容を協

議し検討していますので、皆さまには決まり次第お知らせしていきたいと思います。ご理解、ご協力をどうぞ宜し

くお願いいたします。 

報告書 

が 

届きました♪ 

お友達と仲良く遊んで

いました。私の姿を見ると

走って来てくれました。 

私の似顔絵をかいて持

ってきてくれたのが嬉し

かったです。 

 初めての預かりでし

たが人見知りやぐずる

こともなく楽しそうに

遊んでくれました。保

育所での出来事をたく

さんお話ししてくれま

した。 

協力会員が不足しています 

 

 子どもが好き！送迎や預

かりなど、子育てのお手伝

いをしてみたい！という方

がお近くにいらっしゃった

ら是非ご紹介ください。 

＜困った時や相談したい時のお問合せ先情報＞ 

○保育所、幼稚園、こども園、幼児教育・保育無償化について 

 川西市幼児教育保育課 072-740-1175／猪名川町こども課 072-767-7477 

○プレイルームや一時預かり、産後ケアなど、子育てを応援するメニューが充実しています！ 

 こども・若者ステーション 072-740-1248 

○友達のこと、学校や家族のことなど悩んだときは…ひとりでくるしまないで。 

 川西市子どもの人権オンブズパーソン 0120-197-505 

 

♡コメントを紹介させていただきます♡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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 

令和元年度 ファミリーサポートセンターの会員数 

《地区別会員登録》R1．１2 月末現在  

 久代小 加茂小 川西小 桜ケ丘小 川西北小 明峰小 けやき坂小 多田小 

依頼 20 42 84 56 48 55 30 31 

協力 5 11 17 11 11 21 16 19 

両方 11 9 19 6 12 21 1５ 12 

計 36 62 120 73 71 97 61 62 

 

 多田東小 緑台小 

陽明小 

清和台小 

清和台南小 

東谷小 牧の台小 北陵小 猪名川 宝塚 

伊丹 

計 

依頼 46 43 32 48 41 19 94 19 708 

協力 9 15 26 20 17 5 30 2 235 

両方 7 14 10 8 11 5 32 2 194 

計 62 72 68 76 69 29 156 23 1137 

 

～『プレファミ』のお知らせ～ 

 市と共催の子育て支援講座を 2 月に開催するにあたり、ファミリーサポートセンターでは、講座中の保

育を協力・両方会員さんにお願いしたいと思います。今回は 10 名募集します！！ 

なかなか依頼がない、サポートをしたいけど不安かも・・・と思っておられる方、講座中の保育ですので、

場所は保育室を用意し、ファミサポスタッフも同室しています。やってみたいという方がいらっしゃいまし

たら、是非、センターまでお問い合わせください。10 対 10 の保育となります。 

日 時：2 月 26 日（水）10 時～12 時 

場 所：キセラ川西プラザ 福祉棟 3 階 集会室 

講 座：子育て支援講座 

「こころの発達に合わせた子育てのコツ」 

講 師：いとう よしのりさん 

 ※上記の講座中の保育を募集します。また、講座の参加も大歓迎です！ 

  詳しくは、講座チラシまたはホームページ（右 QR コード）をごらんください。 

集合 9時 40分 

保育時間 10 時～11 時半 

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

