平成２９年 6 月

つ う

し ん

今回取材させていただいた活動は、お子
さんの預かり活動です。
協力会員さんが自宅などで、お子さんと
一緒に過ごし見守ります。
天気の良い日は近
くの公園で(^o^)

協力会員さんの
自宅にて、持って
きたおもちゃで
遊びます。

外での遊びは
お子さんたち
も楽しそう！

平成２8 年度は、計３３９回、延べ５１１．５時間の活動が行われました！

１．学童クラブ迎え後習い事への送り ・・・ ９３件
２．習い事等への迎え
・・・ ７１件
３．保育園・幼稚園の送り
・・・ ４６件
４．習い事等への送り
・・・ ４１件
５．保育園・幼稚園の迎え
・・・ ４０件
（平成２８年４月１日～平成２９年 3 月３１日）

利用会員・・・１９１名
協力会員・・・ ８０名
両方会員・・・ １１名
（平成２９年 3 月 31 日現在）

ファミリー・サポート・センター事業は、地域の中で安心して子育てができる環境づくりのために、
会員同士がお互いに助けたり、助けられたりして育児のサポートを行います。
お知り合いでご希望の方がいらっしゃいましたらぜひご紹介ください。

市内在住で生後 6 か月以上

１８歳以上の心身共に健康

利用だけでなく、空いた

小学校６年生までの児童の

な方

時間で協力もできる方

保護者
ファミリー・サポートの活動は多くの協力会員さんの力により支えられています！！少しでも興味がある方
はぜひお気軽にお問い合わせください。
問合せ 社会福祉協議会（☎５５４－０３０４） 土日祝日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで。
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神明台 1
五ノ神 1,4

まつもと

とし み

松本 敏美さん

た じ ま

け い こ

田島 圭子さん

さ と う み

さ

え

佐藤美佐恵さん

担当地区

担当地区

担当地区

羽加美
羽中
小作台 3,4,5
羽西

双葉町
神明台 2,3,4
五ノ神 2,3
富士見平
緑ヶ丘 2,3,4
羽字武蔵野

緑ヶ丘 1,5
小作台 1,2
栄町

センターの業務時間外(平日午後５時１５分以降と土・日・祝日)に急にサポートが必要となった
時は、４地区４人のサブリーダーがセンターに代わって協力会員の紹介をします。
サポートをしていて困ったことがあった時などにも相談にのってくれる、頼りになる存在です。

安全に活動を行うために
ファミリーサポートは市民の協力で子育て家庭を応援する制度です。安全に活動を行うために、
主な活動であるお子さんの送迎と預かりの時に注意したい点を整理しました。
【送迎活動時の注意点】
①交通ルールを守りましょう：多くの活動が夕方の交通量の多い時間帯に重なります。交通ルー
ルを守り、事故防止の意識を持って活動してください。
②「止まる」「見る」
「待つ」を徹底：交差点は事故が多いです。特に注意しましょう。
③手をつないで歩く：小さなお子さんと歩く場合には大人が車道側に来るように並び、必ず手を
つないでください。また、両手に荷物は持たず、動きやすい服装で活動してください。
【自宅預かり時の注意点】
①家の中が安全か確認しましょう：お子さんを自宅で預かる場合、事前に家の中を見回し、安全
かどうか確認しましょう。
②家具：家の中では、椅子から落ちる、転んだ時にテーブルの角に頭をぶつけるなど、家具での
事故が多く起きています。
③階段：階段は、転落や転倒の多い場所です。足元には注意しましょう。
④誤飲：子どもの口の大きさの目安は、約 4cm です。トイレットペーパーの芯を通る大きさの
ものなら、口の中に入れ飲み込んでしまう可能性があります。また、ちいさなビニール片は喉
に詰まらせてしまう可能性があります。
【その他】
お迎え時間などを間違うと、お子さんが帰れなかったり、単独行動による事故などの危険が考
えられます。利用会員さんとの連絡事項は必ず守るようにしましょう。

平成２９年度研修のご案内
今年度の会員研修会についてお知らせします。
会員双方が安全に安心して活動するため、協力会員の皆様は必ず研修を受講してください。また、
日頃の子育てに生かせる内容となっておりますので、利用会員の皆様もぜひご参加ください！一般の
方で興味のある方の参加も大歓迎です！
９月以降の研修の詳細は改めてご連絡します。

ファミリー・サポート・センター会員研修会
～発達が気になる子どもの理解および地域との連携～
日 時
講 師
場 所
申込み

平成 2９年 7 月１２日（水）午後７時～８時 30 分
鶴風会東京小児療育病院 地域支援センター長 松田 光展氏
生涯学習センターゆとろぎ 地下 1 階 小ホール
会員の方：同封の「継続意思確認表」にて出欠確認をしてお ります。記入して返送して
ください。6 月 20 日（火）締め切りです。
一般の方：前日までに電話または直接社会福祉協議会にお申込みください。
（☎042-554-0304）※定員を超えた場合は先着順とさせていただきます。

内容

日にち

場所

発達が気になる子どもの理解および地域との連携

平成 29 年 7 月 12 日（水） ゆとろぎ

子どもの栄養管理とおやつ作り

平成 29 年 9 月９日（土）

子どもの事故予防（ヒヤリ・ハット）

平成 29 年 10 月 31 日（火） 福祉センター

活動時の応急救護

平成 29 年 11 月

福祉センター

子どもの心の発達と保護者の関わり方

平成 29 年 12 月

未定

子どもの遊びと保育

平成 30 年 3 月

福祉センター

コミュニティセンター

会員の
皆様へ

☆更新手続きのお願い☆

会員の皆様に「継続意思確認表」を送付いたします。継続あるいは退会の意思確認をさせてい
ただくと同時に、ご住所の変更、お子様の通園・通学先の変更など状況が変わられた場合も確認
をさせていただきます。必ずご提出ください。
退会希望の場合、
「継続意思確認表」の提出により、退会の意思を確認後、登録抹消の手続きと
なりますので、ご協力をお願いします。
活動を円滑に行うために、皆様のご協力をお願いします。

お子さんの具合が悪い時

個人情報の取り扱いについて

お子さんの具合が悪い場合、活動はで

事前の顔合わせや活動の際に知り得

きません。早めに協力会員さんに連絡し

た個人情報、依頼書・確認書などは個人

てキャンセルしてください。併せて、セ

情報が記載された大切な書類です。取り

ンターにも報告してください。

扱いには十分ご注意ください。

活動の日時・内容が決まったら
センターへ連絡をお願いします

報告書の提出は翌月 5 日
までにお願いします

活動の日程が決まった時は、必ず、利用会員

活動報告書は、翌月５日までにセ

さんからセンターへ連絡してください。連絡を

ンターへ提出してください。やむを

いただいていない活動は、保険の補償対象にな

得ず提出が遅れる場合は、センター

りません。

にご連絡ください。

会員同士の活動の連絡は確実に
利用日や利用時間の連絡は間違いがあると、利用会員・協力会員双方にご迷惑がか
かることになります。利用の変更・取消しの連絡は確実にお願いします。
利用会員・協力会員の信頼関係が大切です。ご理解ご協力をお願いいたします。

羽村市ファミリー・サポート・センター
受託事業者

社会福祉法人羽村市社会福祉協議会

〒205-0002 東京都羽村市栄町２－１８－１
（羽村市福祉センター内）
TEL 042-554-0304 FAX 042-555-7445
ホームページ：http://www.hamurashakyo.jp
e-mail：fami@hamurashakyo.jp
受付時間 月～金 8:30～17:15
（土・日・祝日・年末年始はお休みです）

