
平成 30年度 清瀬市ファミリー・サポート・センター事業 

 

 
 
 
 

 
子どもを預かってほしい人

と預かる人が会員となって

子育てを地域で支え合う活

動です。 

●ご連絡ください 

●講習会の受講 

●登録 

●保育園や習い事 

学童の送迎や預かり 

●自宅やひろば等での預かり 

●発熱時のお迎えや受診 

●病児預かり など 

 

 

 

ファミリー・サポートきよせ 

＜詳しくは中面・裏面参照＞ 

 

■開催日 ： 5/14（月），16（水），24（木），25（金），28（月），31（木） 

6/4（月），7（木），13（水）（全日程受講できない場合はご相談ください） 

 ■受講料 ： 無料（テキスト代 2,571円・初回にお支払いください） 

 ■会場  ：  清瀬市児童センターころぽっくる２F会議室他  

≪申し込み・問い合わせ先≫              

ファミリー・サポートきよせ （詳細は中面をご覧ください） 

℡ 042-492-1139（平日 9～17時）/ Fax 042-444-4546（24時間） 

 

保育つき 



平成 30年度 第 1回 ファミリー・サポートきよせ 

提供会員になるための保育サービス講習会日程 
日 時 間 内  容 備考 保育 

5/14(月) 

13:０0～ 受付 テキスト代 2,571円 清瀬市の子育て支援状況から子育て支援の

必要性とファミリー・サポート・センター

事業の説明をします。 

有 13:30～
14:30 

開校式 オリエンテーション 

14:40～

16:40 
保育の心 

保育の心をわかり易く理解できる絶好の機

会です。 
有 

5/16(水) 
9:30～

12:30 
心の発達と保育者のかかわり 

子どもを取り巻く環境や現状など社会的な

話から、実践で使える関わり言葉まで幅広

く学べます。 

有 

5/24(木) 
13:30～

15:30 
身体の発達と病気 

病気のお子さんを預かるときの大切なポイ

ントを学びます。 
有 

5/25(金) 
13:30～

16:30 
★ 小児看護の基礎知識 

小児の病気の観察ポイント、受診のタイミ

ングなど、子どもの発達と成長に合わせて

学びます。 

なし 

5/28(月) 

9:30～12:00 
事故による子どもの傷害 

-実態、予防、応急処置- 

安全第一、子どもの安全を守る大切な話 

です。 
有 

13:00～

15:00 
子どもの生活へのケアーと援助 

保育園の現場の経験を踏まえて、子どもの

日々の生活における支援について学びま

す。 

有 

5/31(木) 

9:30～12:30 ★ 普通救急救命講習 

正しい応急手当や心肺蘇生法の基本・ＡＥ

Ｄの使い方を学びます。動きやすい服装で

ご参加ください。 

なし 

13:30～

15:00 

★ 病後児保育・病児保育 

施設見学 

病後児保育施設見学は、預かるときの参考

になります。チルチルミチル病児保育室も

見学します。 

なし 

6/4(月) 

9:30～

12:30 
子どもの遊び 

子どもは「あそび」を通して日々学んでい

ます。まずは大人も楽しむことから…。 
有 

13:30～

16:30 
子どもの栄養と食生活 

食べることは命の源です。食を通して様々
な事を学び、離乳食・幼児食についても話
していただきます。 

有 

6/7(木) 
14:30～

16:30 
障がいのある子の預かりについて 

発達に遅れやつまづきのあるお子さんを理

解し、コミュニケーションをとっていくた

めに学びます。 
有 

6/13(水) 

10:00～

12:00 

子育て支援サービスを 

提供するために 

市内で 15年以上訪問保育のコーディネー

トをしている経験から、支援に役立つ具体

的な話を伺います 
有 

13:00～

14:00 
修了式・修了証授与 

基本科目単位を履修すれば、女性労働協会

認定「修了証」を発行。全国共通の基準カ

リキュラムです。 

有 

★は病児保育講習のため、保育はありません。 

 



＜受講について＞ 

※1. 受講対象：市内および近郊にお住いの 20歳以上の健康で、子ども好きな方

※2. 定員：先着 30名 

※3. 講習会会場： 

・ころぽっくる会議室（中清戸３-２３５-５ 清瀬市児童センター２階・ホールは１階） 

・ひまわり病後児保育室（上清戸２-５-４０ きよせ保育園内） 

・チルチルミチル病児保育室（清瀬市元町 1-8-30 武蔵野総合クリニック併設） 

※4. 講習会受付は講義開始 15分前から（初日は 13:00から受付開始） 

※5. 保育：要予約 定員 6名。 

・お子さん一人 1コマ 50円の保険代のみ頂戴します。 

・二面日程表の★マークの講座は病児保育講習のため保育はありません。 

 

＊全受講が原則ですが、1回で終わらない場合 2年間(初回含む 4回)有効です。 

 
🔶申込み方法 

下記の申込書にご記入の上、ＦＡＸまたは電話でお申し込み下さい。 

締め切り  5月２日（水）       

但し、定員になり次第締め切らせていただきます。 

🔶申込み・問合せ先 

ファミリー・サポートきよせ （清瀬市元町 2-18-10 1階）  

TEL 042-492-1139（平日 9:00～17:00） FAX 042-444-4546（24時間） 

【委託先】 NPO法人子育てネットワーク・ピッコロ 

           き り と り せ ん                    

【平成 30年度 第１回  ファミリー・サポートきよせ 保育サービス講習会 申込書】   

氏 名（フリガナ）                              

住 所                                    

電話 自宅：                携帯：                   

生年月日 S/H     年    月    日 

※保育の有無と希望日に〇をしてください。   

保育希望 （ あり ・ なし ）        

全日程 5/14(月)午後 16(水)午前 

      24(木) 午後 28(月) 午前・午後  

6/4(月) 午前・午後  7(木) 午後 

13(水) 午前・午後  

注）病児保育講習の保育はありません。 

お子さんの氏名 （フリガナ） 

 

                （男・女） 

平成    年    月    日 生れ            

注意することなど 

 

                       
 
 



 
アドバイザー 

依頼会員 提供会員 

小規模保育室「ピッコロルーム」に 

お迎えに行き、ご自宅に送ります 

「今日はブロックで 

遊びたーい！」 

ママが帰るまで預かります 

 

地域の中で、ご近所同士「困ったときはおたがい

さま」の気持ちで、お子さんの預かりをする会員制

の子育て支援活動です。保育園や学童の送迎や預

かり、病児病後児保育など、困った時に手伝ってく

ださる提供会員を募集しています。この講習会で

援助の方法や、子どもとのかかわり方を学び、修了

すると(財)女性労働協会が発行する「修了証」 
が授与され、活動することができます。 

※入会金無料。援助活動の際は、700円/時～の報酬が受けられます。 
 

〈 依頼会員さんの声 〉 

★ファミリーサポートの利用を通じて、安

心して娘を預け、仕事に復帰することがで

きました。引っ越してきたばかりで不安が

ありましたが、地域の方とのつながりがで

きたという大きな安心もいただきました。 

★両親が遠方で頼れない為、ファミサポさ

んがいて下さり心強いです。 

〈 提供会員さんの声 〉 

★チラシを見て受講を迷っていた所、近所の知

り合いに勧められて一歩踏み出し、意外と楽し

く受講することができました。 

★いつかママたちのお手伝いが出来たら…と

漠然と考えていました。講習会でしっかりと最

近の子育てについて学び、新鮮な気持ちで日々

活動することができています。 

★子どもの笑顔に癒され、こちらも元気をもら

っています。 

 

 


