
茶話会でのご意見 

 茶話会ではファミサポの良い所、良くない所の意見を出しても

らいました。良い所は子どもさんの成長がみられ、元気がもらえ

る。保護者の役に立っていると実感でき、気持ちが楽になってい

るようで嬉しい。サポートが終了しても会いに来てくれる等。良

くない所は責任がある、事故・ケガが無いよう気を遣う、できる

ことに制限がある、1 対 1 の自宅でのサポートが不安等のご意

見がありました。皆さんの不安が軽減し、ファミサポをきっかけ

に地域が繋がる安心安全のサポートを心掛けコーディネートし

ていきますね。沢山のご意見ありがとうございました。 

かわにしファミリーサポートセンター 
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 7 月 10 日（水）、令和元年第 1回ファミリーサポートセンター交流会を開催しました。“交流”をテーマ

に前半は講師にアロマ＆ナチュラル*タッチ*ケア アロマプリズムの代表 元山由紀子さんと会員の方々

をお呼びして「大切な人に触れたくなるハンドマッサージ講座」、後半は｢茶話会｣を企画。アロマを使った

ハンドマッサージ効果で初対面の方々も一気に距離が近くなり、身体も心もリラックスして、茶話会でも会

話も弾み多いに盛り上がった交流会でした。 

 

 

 

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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実際にアロマオイルを使い隣の方とマッ

サージの実践。優しくさすったりツボを押

さえると、とても気持ちが良いと好評で、

ご家族にもしてあげたいとの声でした。 

まずは、タッチケアの大切さと効果

を教えてもらいました。触れ合うと

「オキシトシン」という愛情ホルモン

が出て色々な良い効果が生まれます。 

第 2部「茶話会」の様子 

本日はご多忙中のところ交流会に 

お集まりいただきまして 

本当にありがとうございます 

皆様と力をあわせ 

子育て支援を 

盛り上げていきたいと思っていますので 

ご理解ご協力くださいますよう 

心からお願い申し上げます 

ファミリーサポートセンター職員一同 

 

第 1回交流会 

2019.7.10 

第 1部「ハンドマッサージ講座」の様子 



 
 

 

 

  

講習会の様子 

5/30（木）に第 1 回講習会『子どもが伸びる本当のやさしさ』を講師に生涯学習サポート兵庫 榎本英樹さん 

をお招きして開催しました。こどもの心を開くのは、まずは子どもの心を掴むこと。難しい事でなくて良いんです。

昔やった指が伸びるとか、何かが上手とか。今回はペン回しを習いましたよ。それを見てすごい！って思われたら

掴みはオッケー。次に絶対に否定をしないこと。「何で？」という声掛けを「なるほど」「そういう考え方もあるよ

ね」に変えてみてください。肯定されることで心が開きます。心が開いた状態でその子に合った目標を設定するこ

とで、小さな成功体験が積み重なり自信が付き成長するそうです。今の子ども達はどうしても経験不足になりがち。

安全が第一なのはもちろんですが、子どもの力を信じて挑戦させることも見極めていきたいですね。 

 

6/6（木）、第 1回ステップアップ研修『救急救命講習～AED～』を救急看護認定看護師の岡村千絵さんを講師

にお呼びして、救急救命講習を行いました。この日は、社会福祉協議会にトライやるとして職業体験に来ていた中

学生６名も参加しました。見本になってくれて、前に出てくれたり、準備等のお手伝いをしてくれました。 

講師の岡村さんは、救急の現場でも活躍されている看護師で、実技以外に救急車の呼び方、現場での出来事など

わかりやすく説明も交えて話してくれました。救命講習は、年１回ファミサポで必須の講座です。 

サポートを始めるには、必ず受けていただく講座にもなっています。今年は１０月にも岡村さんの講座がありま

すので、まだの方は是非、ご参加ください。一度聞いたら、リピーターが多い講座になっています！！ 

 8/6（火）、第 2 回講習会『親子クッキング』に元宝塚ホテルシェフ長野益夫さんを講師にお迎えして開催しまし

た！キャンセル待ちが出るほどの人気の講座で、協力・両方会員さんとそのお子さんを対象として、総勢 30 名の

方が参加してくれました。メニューは、ハンバーグシチューとカナッペ 3種、オレンジ寒天です。 

 玉ねぎのみじん切りを講師の先生にレクチャーしてもらってから、みんなで作業に取り掛かりました。玉ねぎの

みじん切りの最中、あちらこちらで「涙がでる～」とタオル片手に頑張っている姿が・・・。お母さんの毎日の大

変さも少しわかってくれたかな？今回、親子で楽しくできました！と多くの声を聞き、嬉しい限りです！ 



～認可保育所や認定こども園などに入れず、やむを得ずファミリーサポート

センターを利用している人のみ対象～ 

 

 

 

 

 

 

基本的な手続きのイメージ 

 

 

ここ数年、厚生労働省より、リスクマネジメントの重要性についての説明や全国のファミサポをとりまとめ

ている女性労働協会でアドバイザー等への講座等、積極的に行われております。 

かわにしファミリーサポートセンターでは、協力会員に入会後、今までは任意で講習会をお願いしていまし

たが、現在は、安全講習（2 か月に 1 回開催）と救命講習（年に 2回開催）を受講してからサポートをお願い

する形になっております。安心・安全なサポートができますよう、みなさまのご理解とご協力をお願いいたしま

す。以下は、今年度の安全講習と救命講習の日程です。 

今年の 10 月から、幼児教育・保育の無償化が始まります。ファミリーサポートセンター事業も対

象となっています。センターでの手続きはなく、川西市在住の人は幼児教育保育課、猪名川町在住の

人はこども課で手続きをしてください。ただし、「保育の必要性の認定」を受ける人に限ります。 

また、ファミリーサポート事業で送迎のみの利用の方は対象となりませんのでご注意ください。 

安全講習と救命講習を受講後にサポートをお願いします 

幼児教育・保育の無償化について 

① 利用契約・サポート 

※会員と合意によるものなの

で、必ずサポートが成立する

とは限りません。 

②サポート代の 

支払い 

③報告書の発行 

※保育の必要性の認定を受けていない場合、まず、川西市または猪名川町に申請が必要です。 

請求・支払いの時期など、手続の詳細については、下記の担当課にご確認ください。 

 

④サポート代の請求 

⑤サポート代の支払い 

 

協力（両方）会員 

依頼会員 川西市・猪名川町 

問い合わせ先： 

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

【安全講習】2 か月に 1 回開催（主に奇数月）   【救命講習】年 2 回開催（6月、10 月頃） 

○9 月 6 日（金）10：00～12：00         ○10 月 7日（月）10：00～12：00 

○11 月 1 日（金）10：00～12：00           ※1 回目は、6 月に終了。 

○1 月未定 10：00～12：00 

○3 月未定 10：00～12：00 

 



 日程 内容 講師（出演） 場所 

①  １０月 7 日（月） 

10 時～12 時 

ステップアップ研修 2 回目 

小児看護＆救命講習 

～家でケガや病気が起こったら～ 

岡村千絵さん 

ベリタス病院勤務 

救急看護認定看護師 

キセラ川西 

プラザ 3階 

②  1０月 27 日（日） 

10 時半～15 時半 

ファミリーハロウィン☆ブーケ

2019 出展 （入会登録） 

 
アステ川西 6 階 

③  1０月 29 日（火） 

10 時～12 時 

※社会福祉協議会共催 

子育て支援者講座「未来を担う子ど

も達～発達障害についてあなたの疑

問にお答えします～」 

くすのきゆりさん 

心理カウンセラー 

発達子育て相談員 

キセラ川西 

プラザ 3階 

④  11 月 10 日（日） 

10 時～14 時 

川西市子育てフェスティバル 出展 

（入会登録） 
 アステ川西 6 階 

⑤  12 月 8日（日） 

10 時～12 時 

第 2 回交流会 

クリスマス会（全会員交流会） 

わっちゃ団 

川西中学校吹奏楽 他 

○①③⑤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。 

〇①は、ファミサポ会員（協力・両方会員）が優先になります。 

○③は、ファミサポ会員以外も申し込みできます。 

○②④は、川西市で行われる子育て支援の行事です。申し込み不要で参加できます。 

〇⑤は、全会員が対象で、ファミサポ会員以外も参加できます。 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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 

 

 

E-mail の 

QR コード 

R１年度 ファミリーサポートセンターの会員数 

《会員登録数》R1．7 月末現在  ※今回から、会員登録の表示を変更しています。 

 川西市 猪名川町 広域（宝塚・伊丹） 計 

依頼 567 92 19 678 

協力 205 29 3 237 

両方 161 32 2 195 

計 933 153 24 1110 

 

2019 年度講習会・交流会等のお知らせ 
申込みの開始は、案内状ま

たは HP にてお知らせ！ 

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