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増田 朝子

岩田 悦子 さん
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サブ・リーダーさん紹介

大内 雅子 さん

子育て、孫育ても終った頃、

私は絶賛子育て中です。同じ

コロナウイルスの為、サポートの

所沢のファミサポを立ち上げ

様に子育てに頑張っている皆

機会も少なくなり、寂しい思いを

た友人から会員への誘いを受

さまのサポートが出来ればと

しています。利用者の皆さんの希

けました。自らの経験が子育

援助会員になりました。

望に沿って児童館、園庭、公園等

て中のお母様達の支援になれ

よろしくお願い致します。

を利用しながら、子ども達を安全

ばと思います。

「援助会員になろうと思ったき
っかけ等を教えて下さい」
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に楽しくサポートできる日を心待
ちにしています。

髙橋 ふみい さん

深瀬 よしえ さん

以前一度登録したのですが、

約 2 年間、心身共に体調を崩

息子たちが成長して時間的に

新しい事に挑戦してみようと

続けられずに退会。いつか又

しました。元気を取り戻した

も余裕ができたときに、その

考えていた矢先、知人からフ

大好きな子ども達と関わりた

頃、友人からファミサポ活動

ちょっとした余裕をお裾分け

ァミサポに誘われました。子

いと思っていたので迷わず再

を勧められ講習会を受講しま

できたらいいなと援助会員に

どもとの触れ合いは久しぶり

登録しました。

した。あれから 9 年半。今年

なりました。

で不安はありましたが、思い

末吉 秀子

木下 浩子 さん

さん

度も微力ながら援助させて頂

切って参加することにしまし

きます。

た。

今年の夏は暑さに加えてマスク着用のため、より熱中症リスクが高くなっています。マスクを
すると口内の湿度が保てる分、喉の渇きを感じづらくなります。いつも以上に意識して、こま
めに水分を補給しましょう。

会員の皆さまへ

利用会員の皆さまへ

約束していた活動のキャンセル連絡を入れた際のやりとりで「信頼関係が損なわれてしまっ
た」との報告がありました。キャンセルの連絡は、わかり次第早めに、そして丁寧にしてい
ただけるとお互いに気持ちよく活動が続けられますのでご協力をお願いいたします。

援助会員の皆さまへ

対象の援助会員さん（令和 2 年 2～3 月活動者）につきましては、お忙しい中「新型コロ
ナウイルス感染症」に関する聞き取り調査へのご協力ありがとうございました。集計結果を
別添にてご報告いたします。

令和元年度
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保育施設への送迎及び預かり

3,738

小学生の送迎及び預かり

3,157

子どもの習い事の援助

1,504

保護者の短時間就労中の援助

1,103

他児の行事等の場合の預かり

451

保護者の外出時の預かり

837

保護者の病気の時の預かり

152

沐浴
フォローアップ講習会

養成講習会

利用会員
援助会員募集中！

数
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合

計

1,234

(件）

【最近5年活動実績推移】
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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）
TEL 04-2921-0070 FAX 04-2921-0076

ファミサポ 18 号棟 101 号室

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
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
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のために

援助のひとこま

活動時には必ず守りましょう！
検 温

・活動の前には必ず自宅で検温
して下さい。
・咳、倦怠感等がある時も活動
は控えましょう。

換 気

消 毒

マスク

・手・指の消毒の他、手を
触れる場所、物、特におも
ちゃ、絵本等のお子さんの
遊具の消毒も定期的に行
いましょう。

・お子さんも必ずマスクを着用し
てください。
（２才未満のお子さんは不要です）
・熱中症予防の為に水分をしっか
り取りましょう。

会員同士の合意

※保育施設や習い事への送迎時等
屋外でのマスクの着用につきま
しては、気温や周囲の様子を見て

・エアコンをつけながらも
30 分に一回以上こまめに
換気しましょう。

・活動は会員同士の合意の下で
行ってください。預けること、
預かることに少しでも不安が
ある時は活動を控えましょう。

両会員で話し合いの上、適宜対応
してください。
※ＰＣＲ検査を実施することにな
った場合（同居家族を含む）、そ
の旨と検査の結果をセンターま
で報告してください。
※ファミサポが加入している補償
保険は、活動が原因で、新型コロ
ナウイルスに感染した場合であ
っても、補償の対象にはなりませ
ん。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための「緊急事態宣言」発令に伴うファミサポ活動の自粛、

援助活動報告書より

お散歩に行った公園で保育士さ
んが吹いたシャボン玉を園児が
キャッキャッと言いながら皆で
追いかけ、つかまえようとしてい
ました。Ｓちゃんも楽しそうにニ
コニコしながらながめています。
（11 ケ月女の子：
保護者の用事の時の預かり）

Ｋ君はとても穏やかにミニカ
ーで静かに一人遊び。私がウサ
ギさん跳びの真似をしたら声を
あげて笑い、自分もしゃがんで
真似をしていました。
（1 才 1 か月男の子：
保護者の外出時の預かり）

登園時、犬の散歩中のおじい
ちゃん、おばあちゃんに「ワン
ワン可愛い！」と声をかけた
ところ「ボクの方が可愛い
よ！」と返してもらいました。
人なつっこいＳ君でした。
（3 才男の子：
登園前の預かりと送り）

電車での幼稚園からの帰り。眠そ
うにしているＭちゃんに「寝たら
西船橋だよ」と言うと「遠い？」と
聞かれ「遠いよ」と答えると「ドイ
ツくらい遠い？」とＭちゃん。そこ
まで遠くないけど眠らなくて良か
った！（4 才 10 か月女の子：
幼稚園への迎え）

私が帰る時、Ｍちゃんが家の中
から鍵をかけてくれます。その
時「ありがとうございました」
とドアの向こうでＭちゃんの
声がします。こちらこそ「あり
がとうございます」です。
（3 才 9 ケ月女の子：保護者
在宅時の利用宅での見守り）

信号を待っている時にビルを
見上げて「ボク、赤ちゃんの時
は上まで見られなかったけど
9 才になったらビルのてっぺ
んまで見られるよ」と嬉しそ
う。私も一緒に青空を見上げま
した。
（9 才男の子：学校への送り）

援助活動中のヒヤリハット！
「部屋の中の危険を再チェック！」
子どもが持っていた果物をスト
ーブの吹き出し口に近づけ、少
しこげました。本人も反省して
いました。ストーブには
一人で近づかない
ように話しました。

休止、再開等のお知らせは主に所沢市ホームページ又は所沢市社会福祉協議会のホームページ

1 才 6 ケ月男の子。利用会員宅での見守
りの際、開いている扉の蝶番辺りに右手
を当て、左手で扉を押したため右手指が
挟まれそうになりました。援助会員がド
アノブを持っていたので扉は
締まりませんでしたが
ヒヤリとしました。

利用会員宅でよく目にする電源に
繋がれたままの携帯充電ケーブル。
「子どもの手の届かない高さだか
ら」
「部屋の隅っこだから」は大変
危険です。実際、口に入れようとし
ていた場面に遭遇しました。

にて行っていきます。個別に郵送しない場合がありますのでホームページでの確認をお願いい
たします。

令和 2 年度

♦所沢市ホームページ（ファミリーサポートセンター）♦

9/8(火)

https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/smph/kosodatekyouiku/kosodate/sien/

～11（金）

行

http://www.toko-shakyo.or.jp/（トップページ○
i お知らせの一覧からご確認ください）

予 定

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により
予定が変更になる場合があります。

「緊サポ・ファミサポ合同養成講習会」
新所沢まちづくりセンター

famisapo.html

♦所沢市社会福祉協議会ホームページ♦

事

12/1（火）
8（火）15（火）

「援助会員養成講習会」

新所沢まちづくりセンター
♦12/8（火）13：30～16：30 ＡＥＤ講習

※ＡＥＤ講習未受講の援助会員さんは電話申込の上、受講して下さ
い

12/11（金）

「ファミサポクリスマス交流会」
10：30～11：30

中こどもと福祉の未来館
止

令和 3 年
1/27（水）

「援助会員フォローアップ講習会」
内容未定

10：00～12：00

こどもと福祉の未来館

