
たくさんのご応募
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

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。

第 52 号

〜あぽよちゃん〜

かわにしファミリーサポートセンター創立 20 周年を記念

してキャラクター募集したところ、たくさんの応募をいた

だきサブリーダーによって選ばれたキャラクターです。

「あぽよ」とはスペイン語で「サポート」を意味します。

あぽよちゃんが大事そうに持ち上げているハートは「大切

な子どもたち」を表現しています。

☆最優秀賞☆

協力会員 長野玲子さんの作品

ファミリーサポートセンターキャラクター募集で最

優秀賞に選ばれた長野玲子さんの表彰式をセンター

で行いました。ファミリーサポートセンターの佐藤所

長より、最優秀賞の賞状と記念品をお渡しさせてい

ただきました。

最後は、佐藤所長、アドバイザー、サブリーダー代表

の坂本さんと記念写真を撮りました。今後、キャラク

ターをつかったエコバックを作成していきます。

あぽよちゃん

令和3年春発行



ご報告

第１回講習会

『子どもが成長する瞬間』

～私たちが子どもにできるコト～

NPO 法人生涯学習サポート兵庫 理事長

講師：山崎 清治 さん

5月に開催予定でしたが延期が続き、無

事開催することができました！お笑い芸人

さんのようなテンポのよいお話に、参加者

の皆さんも笑いの絶えない楽しい講習会と

なりました☺普段の返事を「えー」（否定）
から「おー！」（肯定）に変えることで子ど

もの心を開く共感体験になるそうです。ぜ

ひ試してみてくださいね♪

11/18

（水）

）

12/2

（水）

）

『4市 1町ワーキング会議』

広域連携にかかる伊丹市・宝

塚市・三田市・猪名川町・川西市のファミ

サポ担当者が集まり意見交換をしまし

た。

・サポートの時間について

・コロナ禍の対応について

など、様々な議題について話し合いまし

た。

第２回講習会

『虐待の淵を生き抜いて』

（一財）児童虐待防止機構オレンジ CAPO 理事長

講師：島田 妙子 さん

ご自身が幼少期に体験した壮絶な虐待の

経験を赤裸々にお話し頂き、皆さん涙を

拭いておられました。イライラする、腹が

立つ、そんな時には深呼吸して 6秒待つ！

怒りの脳内物質アドレナリンが減少するの

だそうです！自分の心と体を守るトレーニ

ングについてお話し

頂きました。

11/20

（金）

『サブリーダー連絡会』

8名のサブリーダーの皆さんと月に 1度

集まり、活動状況の報告、最近のサポート

の内容など話し合う連絡会を行っています。

この日は、現在進行中のサブリーダーさん

企画！エコバックの制作について話して

いる様子です(*^^*)

講習会での

保育の様子です♬

サブリーダーさんのコーナーは

次ページで☆

どんな色？

デザイン？？



会員変更と退会手続きのお願い ～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～

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ていますので手続きを

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♪

お見舞い金制度に「新型コロナウイルス感染症」への対応が追加されました

かわにしファミリーサポートセンターの会員の皆さまは、入会と同時に援助活動に係る補償保険に加入して

います。以下の場合、お見舞金制度の対象となる場合がありますのでセンターまでお問い合わせください。

・援助活動中に預かった依頼会員のお子さんから、協力会員およびその家族が新型コロナウイルスに感染した場合

・協力会員及びその家族から預かった依頼会員のお子さんに、新型コロナウイルスが感染した場合

サポートをご利用中の方で新型コロナウイルス感染症を発症された場合や

濃厚接触者に特定された場合は速やかにセンターまでご連絡ください。

ファミサポの対象年齢は６年生までです。

① ご自身またはご家族が新型コロナウイルスに感染している場合（感染の疑いがある場合を含む）、またはご家

族以外の身近な方で新型コロナウイルスに感染している方がいる場合。

② 発熱があり、解熱後４８時間未満の場合。

③ 解熱後、４８時間以上経過後も咳など症状がある方は、完全に回復するまで利用を控えてください。

※ご不明な点やご不安なことがありましたら、センターまでご相談ください。

以下の様な症状または疑いのある場合はサポートを控えてください
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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

《地区別会員登録》R3．1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 42 52 52 29 33

協力 5 11 16 12 12 23 14 19

両方 10 8 19 6 12 21 1５ 12

計 34 61 117 60 76 96 58 64

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 43 44 27 43 39 16 86 16 665

協力 8 14 25 19 20 5 32 2 237

両方 6 15 9 7 12 5 32 2 191

計 57 73 61 69 71 26 150 20 1093

＜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
（4月以降は午前9時～午後5時）

午前 9 時～午後 5 時 30 分

ファミサポ

ホームページ

〇書類の認め印について

市は 1 月から認め印の押印を原則廃止にしました。

それに伴い、かわにしファミリーサポートセンターでも入会申込書、誓約書や退会届等の一部の書類につきまし

て、認め印を不要とさせていただきます。

〇センターの開設時間が変更となります。

4 月 1 日より ９：００～１７：００ となります。

※3 月 31 日までは９：００～１７：３０です。

市の開庁時間の変更により、川西市社会福祉協議会も開庁時間を変更いたします。

それに伴い、かわにしファミリーサポートセンターも開庁時間が変更となります。

社協かわにし、社協ホームページでもお知らせする予定です。

4 月 1 日以降は上記の時間になりますので、お間違えのないようご注意ください。

LINE 登録をお願いします

R２年度 ファミリーサポートセンターの会員数

友だち追加は

こちらから！

社協公式 LINE
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