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第一回フォローアップ講習会

「他孫育て～今どきの子育て事情」
講師

ＮＰＯ法人孫育て・ニッポン理事長

棒田 明子氏

令和元年 7 月 16 日（火）新所沢まちづくりセンタ-

参加者 50 名

第 37 号 令和元年 9 月 20 日発行

今の若い世代の子育ての難しさ
・少子化、母子の孤立により子育てを真似るためのお手本が減少している。
・親族の縮小、ご近所関係の希薄化により、子どもはほめてくれる人、頼れる
大人が減り、親も認めてもらう機会が少ない。
・パソコン、スマホ、ゲーム等が産み出した「言葉を知らない」子どもたち。
・外遊びが少なく歩かない子どもたち。

周囲の大人が出来ること
・子どもを認めてあげる（子どもに自己有用感が育つ）

・パソコンやスマホからではなく「生」の声「生」
の機会を子どもたちに！
・人と人とが互いに生きた言葉で対話し、他者と
共生しながら生きていく姿勢を子どもたちに
見せていく

「認める」と「ほめる」の違いは？
認める・・努力したり工夫したりした経過を認める
ほめる・・大人の基準で一定の水準に達したり、水準を超えた結果を評価する

会員の皆さまへ
平成 31 年 4 月 1 日より、所沢市ファミリー・サポート・センターの会則が一部変更されています。
第 7 条 2…自動体外式除細動器の使用方法や心肺蘇生等の実習を含んだ緊急救命講習を含むという項目が加えら
れた。
第 12 条 3…「児童館、地域子育て支援拠点等の施設その他子どもの安全が確保できる場所」という項目が加えら
れた。
会則の全文は所沢市社会福祉協議会ホームページファミサポのページの「会員の手引」に掲載されておりますので
ご参照下さい。(http://www.toko-shakyo.or.jp/katsudou/family.html)
（

援助会員の皆さまへ
安全チェックリストが新しくなっています。より安全な援助

利用会員の皆さまへ

に配慮した内容になっておりますので所沢市社会福祉協議

・依頼日時に関して、利用会員さんと援助会員さ
んとの間での行き違いを防ぐため、援助日近くに

会のホームページ（ファミリーサポートセンター）の「会員
の手引き」より印刷の上ご活用下さい。

なりましたら再度確認をお願いいたします。
・クリスマス会へのご参加お待ちしております。

(http://www.toko-shakyo.or.jp/katsudo/family.html)
なお、センターで配架しております。

利用会員 援助会員
募集中！

ファミサポ

18 号棟 101 号室

会員登録のお申込み・お問い合わせは
所沢市ファミリー・サポート・センター
（社会福祉法人

所沢市社会福祉協議会）

〒359-1111 所沢市緑町 1-6
プラザシティ新所沢けやき通り団地 18 号棟 101 号室
TEL：04-2921-0070 FAX：04-2921-0076
E-mail：0070f@toko-shakyo.or.jp
開所日時：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
午前 8 時 30 分～午後 5 時

所沢市ファミリー・サポート・センター（所沢市社会福祉協議会）
359-1111

所沢市緑町 1-6 プラザシティ新所沢けやき通り団地 18-101
TEL 04-2921-0070

FAX 04-2921-0076
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援助のひとこま 援助活動報告書より

令和元年 10 月 1 日～

幼児教育・保育無償化スタート！
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する 3 歳～5 歳
児クラスの子ども（幼稚園は満 3 歳児から）、住民税非課
税世帯の 0 歳～2 歳児クラスまでの子どもの利用料が無
償になります。
〇幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企
業主導型保育事業も同様に無償

〇幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて預かり保育
の利用料が無償（上限あり）
〇認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事
業、ファミリー・サポート事業の利用料が無償（上限
あり。保育園、認定こども園等を利用できない方に限
る。
）
※詳細は所沢市役所ホームページ
「子育て・教育」を参照して下さい

左/みどり児童館の職員さんを招いて
右/男性援助会員集まれ

10 月 4 日（金）「拡大サロン」開催
今年度の援助会員サロンでは「テーマ」に沿ったサ
ロンがそれぞれ開催されています。
6 月 5 日（水）
「みどり児童館の職員の方をお招き
しての会」では児童館の利用方法の細かい説明や児童
館での催し物の案内をして頂きました。
7 月 5 日（金）
「男性援助会員集まれの会」には 4
人の男性援助会員さんとサブ・リーダーさんが参加。
男性会員さんならではの視点で活発な意見交換がな
されていました。

場 所

こどもと福祉の未来館
多目的室 1・2 号

時 間

13：30～16：00

内 容

発達障害児者を支援する会代表者のお話
フルートのミニ演奏会
交流会

★日 時

今年も援助会員さんによる劇や歌と踊
ネルぷっぺ」さんを迎えるといった盛り

★場 所

ひと時を過ごしましょう。

★対 象

ご参加お待ちしております！
★申 込

10 月 1 日（火）～
所沢市ファミリー・サポート・センター迄
電話、ＦＡＸ,メールでお申込み下さい

☎04-2921-0070Fax04-2921-0076
Mail 0070f@toko-shakyo.or.jp

一緒に帰って来た小学生のお姉さ
ん二人に「かわいい」
「かっこいい」
と言われ、照れながらもまんざら
でもなさそうな表情の R 君でし
た。
小手指 O・A さん
（3 才 7 か月男の子：
保育園の迎えと預かり）

援助活動中のヒヤリハット
学童からの帰り道、
お酒に酔った男性
がくねくねと歩い
ているのを見かけ
て、急遽 U ターン
して、いつもと違う
道で帰りました。

活動中に小学一年生のお
子さんが利用会員宅のブ
ランコの鎖に指を挟んで
しまいました。
幸い大事には至りません
でしたが安全性に対する
チェックをもっとしっか
りすべきでした。いつも遊
んでいる物だからという
思い込みがあったかもし
れません。

援助会員宅での預かり
の時、約束のお迎え時
間を大幅に過ぎてもお
迎えがなく、連絡も入
らなかったため「何か
あったのではないか」
と大変心配しました。
お子さんも不安そうだ
ったので、なるべく早
く連絡だけは欲しいで
す。

山口Ｍ・Ｋさん

東所沢Ｍ・Ｋさん

1 才 4 か月の男児は伝
い歩きが盛んになり部
屋のベランダとつなが
る窓の鍵を開けようと
します。保護者と話し、
窓の上部にも鍵を付け
たり、決して目を離す
ことがないように注意
しましょうと確認し合
いました。
新所沢Ｋ・S さん

こどもと福祉の未来館
多目的室 1・2 号
ファミサポ利用会員親子（先着 30 組）
ファミサポ援助会員

おしゃべりするのが 楽し
いようで「仲の良いお友達
できた？」と聞いたら
「みんな」と答えてくれま
した。
小手指 K・Y さん
（3 才 7 か月男の子：
保育園の迎えと預かり）

N ちゃんからのお手紙に「一緒で
うれしいかったです。」と書かれて
いて大感激です。
いつまでもお元気で！又どこかで
バッタリ会えることを楽しみにし
ています。
吾妻 T・M さん
（8 才女の子：習い事の送り）

令和元年 12 月 13 日（金）
10：30～11：30

沢山の内容となっています。皆で楽しい

お友達の誕生会が今日行われ
「僕はあと何回寝れば誕生
日？」と聞いてきました。
「30
回だよ」と答えると、とても嬉
しそうな様子になりました。
山口 W・A さん
（5 才 11 か月男の子：
保育園の迎えと預かり）

登園途中で滑り台をするのがルーテ
ィンでしたが、工事でできませんで
した。雨上がりなので、かたつむりの
歌を歌いながらのかたつむり探しに
なりました。
「どこに、いるんだろう
ね？」と、探すのは難しかったね。
新所沢 S・S さん
（3 才 11 か月男の子：
保育園登園前の預かりと送り）

東所沢Ｋ・Ｈさん

毎年恒例のファミサポクリスマス会。
りに加え、ゲストには「ミュージックパ

帰り道、今ブームのお姫様王子
様ごっこをしながら帰りまし
た。今日は体操教室で先生に叱
られでしまったそうです。
ちゃんとパパにお話しできて,
えらかったね。
小手指 U・K さん
（5 才女の子：保育園への迎え
と預かり）

市町村から「保育の必要性の認定」を受けた方は

。

新アドバイザー紹介

「初めまして！」

いまおか

ま さ こ

お さ か べ

今岡

雅子

越阪部

出身地： 相模原
マイブーム：御朱印集め

ひと言： 5 月からお世話になっています。日々
会員さんのバイタリティと豊富な知識、慈しみの
心に触れ、尊敬と感謝の気持ちでいっぱいです。
これからも新しい目でファミサポを見つめ、皆さ
まとの出会いを大切にひとつでも多くの笑顔を増
やすお手伝いをしたいです。

み

ほ

美穂

出身地： 所沢
マイブーム：けん玉

ひと言： 介護福祉士として高齢者施設で勤務し
てまいりましたが、我が子の不登校をきっかけに
より広い視野で福祉を学びたいと考えるように
なりました。一日も早く仕事を覚えて皆さまのお
役に立てるよう努力いたします。よろしくお願い
いたします。

