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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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サポートの様子をご紹介♪ 

協力会員Ｔさんのサポート活動の様子に密着！双子のＣくん、

Ａくんへのサポート内容は、小学校の児童育成クラブへお迎え

に行き、習い事のバス停までの送りです。 

依頼会員（Ｃくん、Ａくんの保護者） 

ファミサポを利用したきっかけは、自分の仕事が変わ

り、高齢の両親からの援助が受けられなくなったことで

す。協力会員のＴさんとの出会いを通して、自分が気づ

いていなかった子どもの良い所に気付くことができ、子

育てに自信が持てるようになりました。Ｔさんとのコミ

ュニケーションを通じて、子どもだけでなく、私自身も

癒されています (^^♪ 親子で毎回サポートを楽しみに

しています♪ Ｔさん、いつもありがとうございます！ 

ファミサポの協力会員になったきっかけは、娘からの

紹介でした。子どもが好きだったので何の迷いもなく

登録しました。お迎えに行った時、ニコニコの２人を見

ると私もウキウキです♪２人と孫が仲良く遊んでいる

様子は、ファミサポをしていたからこそ見ることのでき

る光景だなと思います。ご両親の愛情が満ちあふれる

元気な彼らの成長とともに、私は若さをもらっていま

すΣ(･ω･ﾉ)ﾉ！ 

協力会員（Ｔさん） 

徒歩で向かいます 

横断歩道は特に 

傘危ないよ～！ 

気をつけます！ 

Ｔさんのお孫さん！ 

学童で知り合った２人とは 

とっても仲良し♪ 



 

 

  

サポーター座談会 

 

  

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 part②～ 

講師：NPO法人生涯学習サポート兵庫 理事長 山崎 清治さん 

３ 

ご 報 告 

第 2回講習会 子どもの相談支援ってなに？ 

～相談支援員の一日～ 

講師：川西さくら園 相談支援専門員 田中智行さん 

第 1，2回ステップアップ研修 

講師：医療法人 晋真会 ベリタス病院 

救急看護認定看護師 岡村 千絵さん 

10/26 

11/10 

7/8 

11/30 

12/20 

昨年度の講座が大好評で、part②という形で今年度もご登壇

いただきました！手遊びや工作などのレクリエーションもあ

り、あっという間の楽しい時間でした♪子どもが成長するため

には、自分自身で考えることが大切であり、大人は子どもに

「体験」を通して、気づきを与えてあげることが大切だというこ

とを勉強することができました。 

児童の相談支援専門員の役割とは？障がい児やそのご家族か

らの相談内容に応じて、必要な情報提供や助言を行います。田

中さんのお話はとても分かりやすく、事例を交えながら相談支

援の現状について聞くことができました。「相談して良かっ

た！」「また相談したい」と保護者の方に思ってもらえるように

取り組んでいる、との言葉がとても印象的でした。 

協力会員には、５年に１度のＡＥＤ講習の受講が義務付けられ

ています。ファミサポでは年２回、幼児の救急救命、ＡＥＤの実

技講習を行います。子どものケガや事故、新型コロナウイルス

の現状など、現場の様子も聞くことができました。ＡＥＤの講習

は繰り返しが大事です！定期的に参加しましょう！(･ω･)ﾉ 

初めて、サポーター座談会を開催しました！サブリーダーの皆

さんが中心となり、現在サポート活動中の協力会員さんが参

加する中、サポート活動についての不安や疑問など、日ごろ気

になっていることについて話し合いました。協力会員同士の

親睦を深める場となり、アンケートでは「楽しかった！」「また

参加したい！」など、多くの嬉しい声をいただき大変有意義な

機会となりました♪ 

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 part②～ 

講師：NPO法人生涯学習サポート兵庫 理事長 山崎 清治さん 

サポーター座談会 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、講習会や交流会は中止または延期となる場合があります。 

皆さまのご理解を賜りますようお願いします。 

2022年度講習会・交流会のお知らせ 

詳細は、社協 LINE、社協広報紙、市広報誌 

社協HPなどでお知らせ！ 

現在、ファミサポ通信は郵送またはメールにて送付していますが、今年度から川西市社会福祉協議

会ＬＩＮＥでも、ファミサポ通信や講座の案内を送信しています。 

※今年度、入会された会員さんで希望されている方については、順次 LINEでの送信対象者として登

録しています。 

前年度以前に入会された方の送信方法については、入会時の登録のままとなっております。 

LINEでのファミサポ通信や講座の案内の送信を希望される方は、後日、ファミサポから往復はがきを

郵送する予定ですので、LINEでの送信希望と記入のうえ、ファミサポまで返信ください。 

ただし、ファミサポからは LINE の返信は行っていません。ファミサポとのやりとりはできませんので

ご了承ください。 

希望の方には、ＬＩＮＥでファミサポ通信や講座の案内を送信します！！ 

来年度の講座について、日程等は未定ですが、下記内容の講座の開催を予定しています。 

ふるってご参加ください。参加費は無料で保育もあります。場所はキセラ川西プラザを予定しています。 

■ いじめ、虐待などの相談から・・・（仮称） 講師：子どもの人権オンブズパーソン 日程：未定 

■ ステップアップ研修２回（救命救急講習）  日程、講師ともに未定 

■ サポーター座談会 2022（交流会）  日程：未定 

他 開催予定です。 

 

ファミサポキャラクターの缶バッチできました！！ 

会員の皆さまにもご協力いただき誕生しました、ファミサポキャラクター「あぽよち

ゃん」。第１弾エコバックは色、大きさ、使いやすさなどから、皆さまからご好評をい

ただきました。第２弾は、カラフルな色の缶バッチを作成しました！ 

缶バッチは、先日行われましたサポーター座談会に参加してくださった皆さまにお

配りしたところ大好評でした。エコバックにつけたり、ファミサポ会員証を首から掛け

ている方は紐につけたりして、ぜひファミサポをアピールしてください！！ 

 

右の QRコードから社協 LINEの友達登録ができます。 

既に登録されている方で、LINE でのファミサポ通信等の送信を希

望される場合は、センターまで変更のご連絡をお願いします。 

～缶バッチをもらうには～ 
 ※１つでも該当すればGETできます！ 

① 会員であること         

② 会員登録する     

③ ファミサポ講座に参加する 
色は他にもあります！ 

ファミサポ事務所にてお渡

しします。会員一人につき 

１つです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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 00分 

 

 

川西市社会福祉

協議会 

ホームページQR 

（ファミサポ） 

 

 

 

① 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ときにセンターまでご連絡願います。 

センター閉所時はメールまたは留守番電話に録音してください。（２４時間完備） 

事後報告のサポートは活動としてみなされず、保険の対象にはなりませんので、受け付けできません。 

※また、サポートのキャンセルや変更の際も、協力会員とセンターに必ずご連絡をお願いします。 

② ファミリーサポートセンターは、相互援助のもとで活動しています。協力会員は、空いている時間を子育て

のお手伝いに充ててくれています。サポート料金をお渡しする際は、協力会員へのお礼も含めた言葉も添え

て、お渡しいただけますと幸いです。また、できるだけ、おつりのないようにお願いします。 

③ 最近、会員同士で LINE やメールでのやりとりをされる方が増えてきました。電話より、簡単にやりとりが

できるため、とても便利なのですが、夜は 21 時くらいまでのやりとりとしていただきたいと、会員の皆さ

まにお願いいたします。ただし、お互いにご事情がある場合は、会員同士で再度、相談してください。 

④ 新型コロナウイルス感染症がまだ流行しております。 

手洗い、うがい、マスクの着用など感染対策に気をつけながらサポートを継続して 

います。みなさまのご協力をお願いいたします。 

《地区別会員登録》R4．1月末現在  

 久代小 加茂小 川西小 桜が丘小 川西北小 明峰小 けやき坂小 多田小 

依頼 26 45 85 41 51 59 30 31 

協力 6 12 17 13 9 23 17 20 

両方 10 10 18 6 11 20 15 13 

計 42 67 120 60 71 102 62 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 41 42 28 41 45 16 84 13 678 

協力 7 15 25 19 20 6 29 5 243 

両方 6 15 9 7 12 5 31 3 191 

計 54 72 62 67 77 27 144 21 1112 

 

 ファミリーサポートセンターの会員数 

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

