
ぜひ、私たちと実践的な英語⼒を⾝につけ
て楽しんでください。

See you soon!!

FAMILY SUPPORT CENTER

（協⼒会員）
登録しているのに
何年も依頼がない
んだけど…

ファミサポ事務所は
川⻄市社会福祉協議会
の中にあります！⼊会登
録はこちらで⾏います。

各種会議を定期的に⾏っています。協⼒
会員の資質向上を⽬的とした講座や、リ
フレッシュなど⼼⾝の向上を⽬的とした
講座を企画・開催します。
 

ファミサポ所⻑

＆

アドバイザーの

推しゴト！

サブリーダー会＆講習会など

アドバイザーって
何してるの？

事前打ち合わせを、アドバ
イザーが同席してセンター
で⾏うこともあります。
初めてでも、アドバイザー
が⼀緒だと安⼼ですね♪

アドバイザーがサポートの
ご依頼を受付します。
ご依頼の内容に添って協⼒
会員へ調整、コーディネー
トをします。

checking

キセラ川⻄プラザlookin
g

ファミサポの
おしごと

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4年夏号発⾏

Q
A

せっかく登録をしていただいて
も、地域によってはご依頼が無
い場合があります。またファミ
サポの必須講座を受講していな
い場合はサポートを受けていた
だくことができません。

Hello! !

年２回発⾏のファミサポ通信で
会員の皆さまへセンターからの
⼤切なお知らせやHOTな情報を
お届けします！
 

サニーガーデン

Q （依頼会員）
利⽤の予定はないけど登
録だけしてもいいの…？

もちろんOK♪登録だけで使わなくても
構いません。使うことはなかったけれ
ど、おまもり替わりになり安⼼でした！
との声も多くいただいています。

A 推しスポット推しスポット推しスポット

発見!発見!発見!

川⻄阪急の屋上（５階）にある広
場。⼩さなロッククライミングが
あり、⼩さなお⼦さんの遊び場
に、映えスポットにおすすめ
         ( ◜ω◝و)و✨

コーディネート

事前打ち合わせ

⼊会登録

今年我が家にやってきた短
⾜マンチカンのうゆくん
ふわふわもふもふに毎⽇癒
されています♪

yummy
！ 

ファミサポ通信の発⾏

第55号

キセラ川⻄の近くにあるMIX
CAFE。デザートメニューは
たくさんありすぎて、嬉し
すぎます�

⼿塚 治記念館の近くにある
「隠れ家」的パン＆カフェ。
お酒に合うハード系パンが美
味すぎ！

CONCENT ＭＡＲＫＥＴ　
　　　宝塚店

 宝塚市武庫川町4-10

ＭＩＸ　ＣＡＦＥ

⽕打2-8-18--1Ｆ

マンチカン
　　うゆくん♂

※協力・両方会員の方で、現在サポート中、またはこれからサポートを始める方、 

サポートを始めたいけど不安な方など、お気軽にご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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 

 

 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。またキャンセルや変更の場合も必ず 

協力会員、センターに連絡をお願いいたします。 

事後報告は受け付けておりません。 

センターへ連絡のないサポートについては、補償保険の適用外となります。 

無断キャンセルの場合、キャンセル料金が発生しますのでご注意ください。 

《地区別会員登録》R4．5 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 28 41 83 39 48 57 31 29 

協力 6 13 17 13 9 23 17 20 

両方 10 10 18 6 11 21 1５ 13 

計 44 64 118 58 68 101 63 62 

 

 
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 38 40 26 40 45 14 73 13 645 

協力 6 14 25 19 20 6 29 5 242 

両方 6 15 9 7 12 5 31 3 192 

計 50 69 60 66 77 25 133 21 1079 

 

ファミリーサポートセンターの会員数 

昨年も行い、大好評だった「サポーター座談会」を今年も開催します！！ 

協力・両方会員限定になりますが、サポートについての悩み、不安、嬉しかっ

たことなど、会員のみなさんと共有しませんか？サポートは基本１対１なので、他の方がどのようにサポートを

しているか気になりますよね？また、同じ立場の会員さんと知り合いになるきっかけにもなる 

と思います。昨年、初めて座談会を開催しましたが、どのグループも和気あいあいとお話しが 

弾んでいました♪ 今年は、１２月１９日（月）１０時～１２時 キセラ川西プラザ で申込制です！！ 

依依頼頼会会員員へへのの  

 
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） 

 

 



活動件数 B e s t 3

新型コロナウイルス感染症の影響で、活動件数が以前に⽐べ減少しました。
コロナ禍でも、⼿指消毒液、マスクの配布など、感染予防対策をしていただきながらサポートを⾏っています。

 年２回⾏っているステップアップ研修の１回⽬。
ベリタス病院の看護師 岡村さんに来ていただき、AED講習
の実技と⼦どもの怪我の対処⽅法について教わりました。
 岡村さんのわかりやすい説明と和気あいあいとした雰囲気
の中、講座は終了いたしました。
 AEDの実技講習は5年毎に更新が必要になります。
未受講の協⼒会員の⽅はいざ！のサポートに備えて受講を
お願いいたします。
 次回は、１１⽉２８⽇（⽉）１０時∼１２時です。

　上野先生の話はとても分かり　　　　　　　

やすかったです。

　相手を認める事なく、自分の

思いを押し付ける癖があること

に気付かせてもらいました。

　今まで受けた傾聴講座とは

一味違う講座で、目からウロコ

だった！

check!

第1回講習会 「傾聴・共感を学ぼう！！」
~さまざまな見方・考え方を持つ人とのコミュニケーションの取り方~

family  Support  Center
保育施設の保育開始前や保育
終了後の預かり

234件

習い事等への子どもの送迎

3

 

214件

保育施設までの送迎

ステップアップ研修1回目

2 0 2 1年 (令和 3年度）

1

2
93件

年間活動件数
R3.4.1~R4.3.31

 753件

6/7
（⽕）

Report 

アンケートより

講師：ベリタス病院救急看護認定看護師
   岡村 千絵さん

講師：アドラーカウンセラー
   上野 早予⼦さん

6/28
（⽕）

受講証明証

いつも安⼼安全なサポートへのご協⼒
ありがとうございます！!

 ファミサポ第1回⽬の⼦育て⽀援者対象の講座は、「聴き上
⼿になる」ための講座。講師の上野先⽣の穏やかに話しかける
⼼地良い雰囲気の中、ワークやグループ討議で⾃分⾃⾝の価値
観と他者との価値観の違いに気付くことができました。
 講座から学んだことは、⾃分とは違う価値観の他者の存在を
認めること。つまりは⾃分⾃⾝の認知の問題（イライラするの
は⾃分のせい）と気付くことこそが、聴き上⼿になるため、
良好なコミュニケーションを取るためのコツであることを学び
ました。

今年度から

受講証明証を

お渡しして

います！

　

　随分前に受けたきりだったので、分か

りやすく教えていただきとてもためにな

りました！

　救急車が到着するまでの8分強を乗り

切るために、周りの人への声掛けや協力

が大切なのを改めて感じました。

アンケートより

なっちゃん
秋葉奈津⼦

うちに遊びにきたら
うさぎと会えるよ！

かおりん

坂本かおり
5匹のワンコの散歩で
健康増進中！

ミキちゃん

市原未来
⼦ども⼤好き！いつ
でも頼ってください

 

まみちゃん

北上真美
オカリナ吹いてます
コラボしましょ！

おだちゃん
⼩⽥亜弥

居⼼地の良い喫茶店で
過ごすのが⼤好き

tomoppi

檜⽪智⼦
⼀緒に⽀援活動しましょ
協⼒会員募集中！

よっしー
吉⽥隆志

ひとりで抱え込まず
頼ってくださいね！

 

HELL
O

We are

サブリー
ダー

ココロ
⼟肥⼼

3時のおやつと愛⽝と
過ごす時間が癒し♪

推しゴトサ

ブリ
ーダーの特集

！

Ｗａｃｃａ 
⌂川西市黒川字落合397-1
 
黒川の里山に囲まれたブルーベリー農
園。農園のすぐそばを流れる川で水遊
びもできるよ！

中元かしわ店 
⌂猪名川町万善字対津280-2
 
あらゆる鶏肉の部位が揃っています！
焼き鳥もおいしいよ。

川⻄市⽂化財資料館
⌂川西市南花屋敷2-13-10
 
市内の遺跡から出土した文化財が展示
されてるよ。週末は50円で勾玉作りが
できるんだって！
 

空からこんぺいとう 
⌂猪名川町木津字戸塚尻7-1
 
古民家の店内には、とってもキュート
で美味しそうな蒸しパンが並んでる
よ！どれにしようか迷っちゃう。

宝塚北SAドッグラン 
⌂宝塚市玉瀬字奥之焼1-125
 
新名神の宝塚北SAにあるドッグラン。
２４時間利用できて、なんと無料！

奇跡の⼈ 
著者・原田マハ
 
「ヘレン・ケラー」の日本版。登場人
物の名前が去場安(さりばあん)や介良
れん(けらーれん)っていうよ。

Whats
          サブリーダー?

協⼒会員の中から各地域を代表し、
ファミサポの運営のお⼿伝いや

意⾒交換をしています。


