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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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さて、兵庫県では「ストップ・ザ・無縁社会」全県キャン

はじめまして。
４月に所長に就任しました佐藤と申します。
新型コロナウイルス感染症の影響の中、子育て関
連のイベントも中止となっておりますが、このよう
な時期だからこそ、会員間の「つながり、支え合
い」を大切にした相互援助活動を推進し、明るく、

ペーンを展開し、人と人とがつながり支え合える社会を推

笑顔の溢れるセンターの運営に
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努めていきたいと思います。

本センターにおいても、保護者が安心して子育てを行

本サポート事業には、地域住民の皆

い子どもたちが活き活きと暮らし続けるために、地域との
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充実や次代を担う子どもたちの笑顔のために、引き続き
皆さまのご支援、ご協力をお願いいたします。

かわにしファミリーサポートセンター
佐藤 健二 新所長

事務所の変遷

２０年のあゆみ
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
いる全ての人に拡大

開設当初の事務所

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

開設当初の事務所は
キセラ川西周辺の開
発前の場所からあった

平成 24 年 ステップアップ研修開始

ので見晴らしがとても

平成 26 年 安全講習開始

よかったそうですよ！

ふれあいプラザへ移転

平成 30 年 事務所がふれあいプラザからキセラ川西プラザ
へ移転

現在のキセラ川西プラザへ移転
福祉棟 1 階に事務所があります！

申し込みの開始は、案内状
または HP にてお知らせ！

2020 年度講習会・交流会のお知らせ

日程
① 8 月 7 日（金）

内容

講師

場所

夏休み特別企画親子クッキング

10 時～12 時
第 2 回講習会

（一財 ） 児 童 虐 待 防 止

「虐待の淵を生き抜いて～人にも自

機構オレンジ CAPO

分にもあたらない社会をめざして～」

理事長 島田妙子さん

ステップアップ研修

救急救命認定看護師

「救命救急講座～小児看護～」

岡村千絵さん

第 1 回講習会

ＮＰＯ法人生涯学習サポ

10 時～12 時

「子どもが成長する瞬間～私たちが

ート兵庫 理事長

※5 月の延期分

子どもにできるコト～」

山崎清治さん

② ９月 11 日（金）10 時～12
時

12 月 2 日（水）に延期
③ １０月 7 日（水）
10 時～12 時
④ 11 月 18 日（水）

⑤ 12 月 20 日（日）

クリスマス会（全会員交流会）

10 時～12 時
○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。
〇③は、ファミサポ会員（協力・両方会員が優先）になります。
〇②④は、全会員が対象で、ファミサポ会員以外も参加できます。
※新型コロナウイルス感染症が収束に至りませんので、三密になる講習会や交流会は中止とさせて
いただきます。また、それ以外の講習会につきましても中止または延期となる可能性があります。
皆さまのご理解を賜りますようお願いします。また、ホームページでもお知らせいたします。

キセラ川西プラザ

アステ川西６Ｆ

川西・猪名川のおすすめ！

サブリーダーおすすめの
遊び場所、美味しいお店（テイク
アウト可）を掲載しました！
近所の良いとこ発見です！！

多田神社（川西市多田院）
毎年初詣で賑わいますが、紅葉の時期もとてもお勧めです。

郷土館（川西市下財町）
山下駅から徒歩１５分位のところにあります。

川西市平野にある舎羅林山（２５０～６０ｍの山）

趣ある住宅の中で、タイムスリップしたような
ゆっくり流れる時間を過ごす事ができます。定期的にイベントも
開催されているので、お散歩がてら楽しめると思います。

時々おにぎりをもって友人と登ります。頂上付近に展望が開
けた場所があり、晴天の時には六甲山系・大平山・妙見山・
有馬富士などの山々が見えます。もちろん川西市もざっと一

久代小学校近くのプロペラ公園（川西市久代）

望できます。我が家の３人のこどもたちも、この山をホーム

遊具がきれいで、トイレもあって、

グラウンドとして育ちました。ゆっくりとしたペースで、昼食

高台なので気持ちいい場所です。

時間も含めて 2 時間程度です。

すぐ横が伊丹駐屯地です。

和食 百灯瀬(ももとせ) 猪名川町
老人介護施設と隣接しており、
食事の味付けが美味。サラダバー
ドリンクバーもあります。
座敷もあるので子連れでも大丈夫。

けやき坂公民館近くの『けやき坂中央公園』
グランドあり、バスケットのゴールあり、滑り台などの
遊具、ブランコもあります。ボールも使え、バドミント
ンなどもできますし、どの年齢層にもいいかもです。

奥の窓際は 滝が流れており 居心地良いです。

猪名川町・木津にある古民家風

川西市加茂にある太平楽さん（焼肉屋）
お弁当四つ注文したら配達もしてくれます♫

「そらからこんぺいとう」
テイクアウトのたくさんの種類のカップケーキがかわいい、

猪名川町差組の焼肉屋 牛楽

子連れでもゆっくりランチができる安心のお店だそうです

どの部位をとっても最高級なお肉でとても美味しいです。

営業は 17 時〜21 時

タンも脂がのっていたり かなりオススメです。

インドカレー 「インディゴ」（川西市）
我が家の好きなインドカレー屋

我が家のイチオシの焼肉屋です。
営業は基本、夜だけなので、テイクアウトの場合は
事前にお店に予約を入れてください。

緊急宣言期間中は、店内での飲食はなく

容器は別途費用がかかるので、その時に持参しても

お持ち帰りのみになっていました。

よいかなど、店主に確認してくださいね。

お店の外で、店員が注文を聞いて下さり作ります。
ランチメニューをテイクアウト出来るので安くて美味し
い♡店員さんは、全員インドの方々です。

インドカレー『ケプリ』
（川西市小花１丁目）
能勢口駅前のイオンリカーショップ
や職業紹介所（パレット）の近くです。
18 歳未満がカレー無料。
開いている時間も昼間、夜と二部制で限られた時間
で本格的な本場の味が楽しめるそうですよ。カウン
ター席しかありません。

サブリーダーさんの紹介
田中八代さんが 3 月で退任し、この 4 月から市原さんを
メンバーに迎えました。田中さん大変お世話になりました！
今年度のサブリーダーさんのご紹介です。
☆秋葉 奈津子さん ☆市原 未来さん
☆檜皮 智子さん
☆北上 真美さん
☆七條 ヨウ子さん

☆金島 美香さん

☆坂本 かおりさん ☆土肥 心さん
どうぞよろしくお願いいたします。

R２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》R２．6 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

19

42

82

43

52

51

29

33

協力

5

11

16

10

12

22

15

19

両方

10

9

19

6

12

21

1５

12

計

34

62

117

59

76

94

59

64

多田東小

緑台小

清和台小

陽明小

清和台南小

東谷小

牧の台小

北陵小

猪名川

宝塚

計

伊丹

依頼

43

43

27

42

39

17

84

15

661

協力

9

15

25

19

19

5

30

2

234

両方

6

15

9

7

12

5

32

2

192

計

58

73

61

68

70

27

146

19

1087

※今年 3 月、6 年生終了の方や市外に引っ越しの方が退会されたので会員数は減っています。

はじめまして。７月からアドバイザーとして着任した
橋本と申します。現在２人の娘の子育て中です。新人

ファミサポを通じてたくさんの方と出会い、たくさん
の優しさに触れ、幸せな日々でした。

アドバイザーとして、今の新鮮な気持ちを大切にしな

皆様には大変お世話になり感謝の気持ちでいっぱ

がら、皆様のお役に立てるよう頑張りますのでどうぞ

いです。皆様のご多幸とご健勝をお祈り申し上げま

よろしくお願いいたします。

す。ありがとうございました。

アドバイザー 橋本 瞳（新任）

アドバイザー 坂口 亜記子（退職）

≪編集後記≫
2020 年 7 月 1 日、かわにしファミリーサポートセンターは開設して 20 年を迎えました。
会員の皆さま、そして地域の皆さまにこの 20 年間温かく見守っていただき、またお力添えいただきまして、今
まで事故なく活動ができましたこと、心から感謝いたします。
今年は新型コロナウイルスの影響で、毎年行っている講習会や交流会は中止または延期となりましたが、ま
ず、皆さまの健康が第一ですので、どうぞお体を大切になさってください。そして、普段通りの生活ができる日が
来ることを心から切に願っております。今後と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。

＜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
℡
HP

072(740)6800 FAX 072(759)5203

HP(ホームページ)

ファミサポ HP

QR コード

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

HP（ホームページ）

