
かわにしファミリーサポートセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ファミサポ主催の抽選会やゲームに参加 

 

 
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。 

 
令和 3 年夏号発行 

 

第 53 号 

 

Family Support 通信 
 

通信春号でお知らせいたしま

した「エコバック」がついに完

成しました！ 

 

キャラクターのデザインの募

集、色、使いやすさなど、サブ

リーダーの皆さんが主体とな

り素敵なエコバックが出来上

がりました♪ 

 
大きくて 

使いやすい♪ 

★イベント参加で 

スタンプラリー 

 ファミサポの講座や交流に参

加してスタンプ GET！スタン

プラリーカードが全部たまれ

ばエコバックと交換♪ 

 

★社協 LINE に友達登録でク

ーポン GET 

8 月 2 日にクーポンを LINE で配

布。キセラ川西プラザ内の社協職

員 に ク ー ポ ン を 提 示 で GET♪   

※すでにお友達登録済の方はタイ

ムラインから取得できます♪ 

イベント時での抽選会や

ゲームに参加し、景品を

GET♪ 

★ファミサポ主催の 

イベント時に行う抽選

会やゲームに参加 

 

カーキ Ver. 

ネイビーVer. 





日程 内容 講師 場所

① 7月 8日（木） ※必須

10時～12時

ステップアップ研修1回目

「救命救急講座～AED講習他～」

救急救命認定看護師

岡村千絵さん

キセラ川西プラザ

② 8月 第１回講習会

「夏休み特別企画親子クッキング」

川西いずみ会

③ 10月 26日（火）

10時～12時

第 2回講習会「未定」

※昨年好評で、リクエストに応えてい

ただき、今年度も来ていただきます。

ＮＰＯ法人生涯学習サポ

ート兵庫 理事長

山崎清治さん

④ 11月 10日（水）

10時～12時

※6月の延期分

第3回講習会

「子どもの相談支援ってなに？」

～相談支援員の一日～

川西さくら園

相談支援専門員

田中智行さん

⑤ 11月 30日（火） ※必須

10時～12時

ステップアップ研修２回目

「救命救急講座～AED講習他～」

救急救命認定看護師

岡村千絵さん

○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。

〇①⑤は、ファミサポ会員でサポートをされる方は必須、過去に受講された方も５年以内の受講が必須となります。

対象者にはファミサポから連絡をさせていただきます。何度受講していただいても大歓迎です！

〇②以外、全会員が対象で、ファミサポ会員以外も参加できます。（②は協力・両方会員優先です）

※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。

2021年度講習会・交流会のお知らせ

講習会の案内について、会員の皆様には今まで講習会のチラシを郵送またはメールでお知らせし

ておりましたが、今年度より市広報誌「みらいふ」や社協広報誌「社協かわにし」への掲載、社協

LINE、ファミサポのホームページにて案内することになりました。たくさんの方の講習会参加をぜひ

ともお待ちしております。今後ともよろしくお願いいたします。

申し込みの開始は、社協 LINE

または HP にてお知らせ！

ベビーカーの中から、私を

見上げて笑ってくれます。

活動報告書より
我が家の孫と遊んでくれて

いましたよ。小学校の話をいろいろ聞か

せてくれました。楽しそうで

すね♪

帰りのバスはずっと、じゃん

けんをして過ごしました。

ごきげんでした！

１年間よく頑張ったね。

２年生も楽しもうね♪

今日もご機嫌でむかえてくれました。少し眠

そうでしたが元気よく歩いてくれました！

ファミサポの私を見つけて走

ってきてくれる。嬉しいね♪

毎月提出していただく活動報告書の内容にほっこりとした気持ちに

させてもらっています。サポートをいつもありがとうございます。

活動報告書の一部をご紹介します



《地区別会員登録》R3．5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 21 43 82 38 50 54 29 31

協力 5 12 17 12 10 23 15 19

両方 10 8 18 6 12 20 1５ 13

計 36 63 117 56 72 97 59 63

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 39 39 27 40 38 16 85 13 645

協力 7 15 25 19 20 5 29 2 235

両方 6 15 9 7 12 5 32 2 190

計 52 69 61 66 70 26 146 17 1070

① 通信が年３回発行から年２回発行に変更しました。

② ファミリーサポートセンター講習会の案内を今まで郵送またはメールでお知らせしていましたが、今年から

ファミサポ通信、ファミリーサポートセンターホームページ、社協公式 LINE、市広報にてお知らせします。

※ファミサポ通信は現行のまま、郵送またはメールでお知らせします。

③ 兄弟預かりの際の活動報告書の書き方が変わりました。

兄弟一緒にサポートをされた場合、一人ずつのサポート時間での報告書への記載をお願いいたします。

④

⑤ 協力会員に直接依頼された場合、センターに必ず依頼日、時間、内容をお知らせください。

サポートが終わってからの事後報告ではなく、サポートを依頼された時にセンター

までお知らせ願います。センター閉所時はメールまたは留守番電話に入れてくだ

さい。（２４時間完備）事後報告のサポートを受け付けることができませんのでご

理解、ご協力をお願いします。

⑥ 川西市社会福祉協議会公式 LINE のお友達登録をお願いします。

講習会の案内やファミサポのお知らせを社協公式 LINE にて発信いたします。

R3年度 ファミリーサポートセンターの会員数

社協公式 LINE

サポート時にチェックリストを活用していただいております。コロナが収束するまでは活用をお願いしており

ますのでご協力をお願いいたします。

（チェックリストはファミサポのホームページよりダウンロードできます）

友だち追加は

こちらから！

キセラ川西

 せせらぎ公園

総合体育館
ハッピー川西

至宝塚 至梅田

阪急宝塚線

能
勢

電
鉄

川西能勢口駅

川
西
市
役
所

絹
延
橋
駅

川西市社会福祉協議会
（キセラ川西プラザ1階）

ファミリーサポートセンター

能勢電鉄　　　　絹延橋駅から徒歩約５分

阪急・能勢電鉄　川西能勢口駅から徒歩約１０分

＜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 00 分

ファミサポ

ホームページ
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