多賀城市
ファミリー・サポート・センター 事務局
第68号 （平成29年6月発行）
ファミリーサポート とは
「お子さんを預かってほしい方（利用会員）」と「お子さんを預かることができる方（協力会員）」がそれぞれ会員と
なり、子どもを預けたり預かったりする『子育ての相互援助の為の有償ボランティア組織』です。
地域で子育てを支える事で、安心して子育てができる環境づくりと、児童福祉の向上を図ることを目的としています。

「トーンチャイムの演奏」 「輪投げ」 「水ヨーヨー」 「おさかな釣り」 など

お楽しみがいっぱい！
ひろばのお友だちと一緒なら さらにわくわく♪
日時 ： 平成29年7月27日（木） 10:15 ～ 11:30 （受付 10:00～）
場所 ： 子育てサポートセンター ひろば ＆ 研修室
対象 ： ファミサポの全会員と、ご家族
すくっぴーひろばの利用者
ファミサポに興味・関心のある方
（お知り合いの方もお誘いください）

申込 ： ファミサポ事務局へ （☎/Fax 355-8041・メール

にて）

年に一度、ファミサポの全会員が集う事業です。
今年は、ファミサポに興味・関心のある方や「すくっぴーひろば」のお友だちも
お誘いして「ファミリー・サポート・センター事業」を紹介します。
会員の皆さまには勿論！ご家族の方にも是非、参加して頂きたくご案内します。
ご家族（小学生の皆さん）には、会場でのお手伝いもお願いします。

『 ファミサポ通信 』は「すくっぴーひろば」のホームページからも
見ることができます。カラー版の通信をおたのしみください。
すくっぴーひろば

検索

多賀城市
子育て応援キャラクター「すくっぴー」

平成28年度のファミサポを振り返り

～「大きな変化」がうまれた一年でした ～

～ 平成28年度の実績を把握すると共に、前年度からの変化をグラフにしてみました ～
■ 会員数
会員人数の推移

＊ 会員数
前年度比29人減
（利用会員 約1割減）
＊ 会員数増減の内訳
入会者数：37人
退会者数：66人
退会者の多くは市外への転出。
更に、援助対象年齢を外れたお子さん
を持つ利用会員の退会。
尚、利用会員については年間を通して、
入会～利用がありました。

■ 活動件数：平成28年度の活動件数は、前年（平成27年度）比57％でした。
「留守家庭児童学級」は、平成28年度から「放課後児童クラブ」になり、NPO法人が指定
管理者として運営することになりました。これに伴い、時間の拡大（19時迄）がなされ
「お子さんをご家族の方が迎える」ことができるようになりました。
活動件数の推移

【 ファミサポ活動の変化 】
平成27年度：1,345件の活動
があった「留守家庭児童学級
への迎え～終了後の預かり」は
平成28年度：204件へ。
（84％減）
更に、上記に伴い「自宅への
送り」についても827件から
664件へ。（20％減）

上記にて、就学児のサポート件数に減少はありますが、0歳～1歳のサポート件数については
「27年度: 58件→28年度: 236件（4倍）へ」と、増加がありました。
転出入が多い多賀城市においては、地域でのサポーター「ファミサポ」が不慣れな土地で
子育てをしている家庭の大きな支えとなっています。

5月23日

第1回 「協力会員・両方会員の集い」 を行いました
今年度初の集いは、三部構成にて
*「手袋人形 お花がわらった♪」 の製作
*「簡単おやつ」の紹介・試食
*「情報の共有・意見交換」を行いました。
長年、読み聞かせボランティアの経験を持つ、協力会員
成田さんに「子どもの心を引き寄せる保育グッズ」を紹介
して頂き「手袋人形 お花がわらった♪」を作りました。
縫い方を教えて頂いた鹿野さん ありがとうございました。
みんな上手にできました。
引き続き、事務局で管理栄養士の今藤より、栄養たっぷ
り ＆ 簡単おやつ「マカロニ きな粉」等の紹介があり、皆
で試食しました。

「お花がわらった♪」
みんなでわらった♪
笑顔溢れる集いになりました❤

情報交換では、会員の皆さんの「長く続けていること」
等の紹介があり、今後、ファミサポの事業のなかで紹介し
ていただく機会をつくりたいと思います。
★「手袋人形」＆「マカロニ きな粉」を
作ってみたい方は事務局迄、ご連絡下さい。

平成29年度 ファミサポの学びの場 （ご案内）
✿ 救命講習会 （年に1回の開催）
子どもの救命についても学びます ～ 普通救命講習Ⅲの修了証発行 ～
日時：平成29年8月24日（木）9:15～12:15
場所：子育てサポートセンター 研修室
対象：ファミサポ会員 （協力会員・両方会員の方は受講願います）

✿ ステップアップ講習会 （年に1回の開催）
「地域の子育て支援 ファミサポで元気になろう！」
～ 講師に 多賀モリ体操監修の 渋谷祐子 氏 をお招きします ～
日時：平成29年11月16日（木）9:30～11:30
場所：子育てサポートセンター 研修室
対象：ファミサポ会員

～ いずれの事業も事務局に申込みください ～

～ おふたりの心温まる
メッセージを紹介します ～

保育所に通うおねえさんの千賀子ちゃんは、協力会員の
綱田さんと一緒に今日も元気いっぱい『 いってきま～す！』
利用会員 根元さん
子育て支援を利用させていただいております根元と申します。
1月に次女が生まれ、それを機に長女の保育所への送迎を週3日
お願いしております。
それまではこのような活動がある事も知りませんでした。
主人の単身赴任と出産が重なり1人で全てをやる事に不安があり
利用させていただこうと決心しました。
初めはどんな方か、娘はちゃんとその方と仲良くできるか心配でした。
しかし、そんな心配は全くありませんでした。
綱田てるえさんという優しくて笑顔の素敵な方を紹介していただき、娘は元気に笑顔で通
っております。てるえさんが迎えに来るのを心待ちにしております。私も安心してお願い
できます。良き出会いに感謝です。
私も子育てが一段落した際は、今度はお手伝いする側へなりたいと思っております。

協力会員 綱田さん
〜活動を通して〜
「千賀子ちゃん、おはようございます！」
「てるえさん、おはようございます！」
私の活動はこんな嬉しい会話から始まります。
ご自宅から保育所までの週3日の送迎。
始めた頃は「無事に送り届けること」だけを意識していました。
しかし、段々と活動をしていく中で、千賀子ちゃんの世界を家庭から外の集団へ繋げる
橋渡し役なのだなあという想いを抱くようになってきました。
家庭から保育所へ、保育所から家庭へ。
お母さまやご家族が送迎ではない時に、千賀子ちゃんの気持ちがぶれる事なく、一日を過
ごせるように心を寄せる事に、この活動の意義があるのだなあと感じています。
千賀子ちゃんが保育所へ笑顔で登所し、そして、笑顔でお母さまの下へ帰宅できるような
活動を今後も心がけていきたいと思います。
〜 千賀子ちゃん、これからもよろしくね ❤ 〜
綱田さんから届く活動報告
（千賀子ちゃんは今日も笑顔です）に
毎回 ほっこりしています❤ 事務局

❤ いつも ありがとうございます ❤
月末になると「活動報告書」と『折り紙』を持ち
来館される、協力会員の小林悦子さん。
「すくっぴーひろば」の玄関に
季節の移り変わりを教えてくだ
さいます。

会員数〔 5月末現在 〕
協力会員
両方会員
利用会員
合計

82 名
38 名
291 名
411 名

手前の長靴は「かわいい孫のと
私のよ お揃いなの！」
と、素敵な笑顔で話してくださ
いました。

～ 貸し出します。事務局迄 お声掛けください ～
0.1.2歳児

保育アイディア100

3.4.5歳児への言葉がけ

実践！ ふれあいテクニック
0～6歳

子どもの発達と保育の本

かっこいい！（マナーの本）
配慮の必要な保護者への支援

～ 日頃のご協力に、心よりお礼を申し上げます ～
🌼『通信の郵送』について：平成29年度も、以下にお届けします。
*「協力会員」「両方会員」：全員に郵送。
*「利用会員」：希望の方にのみ郵送。
但し、平成29年3月以降に入会した方には郵送させていただきました。
尚、3月発行の通信は全員に郵送。「登録情報の更新用紙」を同封させていただきます。
🌼『メールアドレスの登録』について：全会員の皆さまにお願い。
ファミサポのメールアドレス『 famisapo@sukupy.jp 』に「お名前」を書いて送信して
ください。～事務局から「返信」し、開通を確認します～
🌼 就労支援の為の制度が出来ました。雇用保険を受給中にファミリーサポートを利用する場合
助成を受けることができます。詳しくは事務局にお問い合わせください。

🌼「活動報告書」は月末～翌月の1日迄の提出をお願いしております。引き続き、ご協力を頂け
ますようお願い致します。
🌼 ファミリー・サポート・センター事務局に、今藤結理を迎えました。
管理栄養士としてクッキングスタジオでの事業も担当します。どうぞよろしくお願いします。

多賀城市 ファミリー・サポート ・センター
（ 子育てサポートセンター「すくっぴーひろば」内 ）

〒985-0873
多賀城市中央二丁目8番1号多賀城駅北ビル Ｂ棟2階
TEL / FAX 022-355-8041
メール famisapo@sukupy.jp
受付時間 9:00～16:30
（ 水・祝日の翌日・年末年始は休み ）
上記時間以外は留守番電話になります
すくっぴーひろば

検索

