
2019 年度 清瀬市ファミリー・サポート・センター事業 

■開 催 日：5/14（火），15（水），20（月），22（水），27（月），29（水）， 

6/4（火），6（木）（全日程受講できない場合はご相談ください） 

 ■対 象 者：清瀬市及び近隣にお住いの 20 歳以上の健康な方 

 ■受 講 料：無料（テキスト代 2,571 円・初回にお支払いください） 
 ■内容・会場：裏面参照 

■定   員：30 名（保育 6 名、保育の申し込みは 4/1～） 

<申込み・問合せ> 

ファミリー・サポートきよせ 
TEL:042-492-1139（平日 9～17 時）/ 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  清瀬市元町 2-18-10 1 階 

 

 

 

アドバイザー 

依頼会員 提供会員 

事前打合せ 

 
この講習会で子どもの特徴や関わり方を学び、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。 

アドバイザーが援助内容に合う方をマッチング致します。

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

子どもを預かってほしい人と 
預かる人が会員となり、子育て

を地域で支え合う活動です。 
活動をした場合、1 時間 700 円

程度の報酬を受けられます。 

●保育サービス講習会の受講 
●講習会修了後、入会登録 
●援助活動開始 

 

●保育園や習い事・学童の送迎 

●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 
 

保育サービス講習会 

受講者募集 

〈 講習会を修了して活動されている提供会員さんの声 〉

★子どもが好きですが保育士免許を持っていないので

このような講座は大変ありがたかったです。

★子どものお世話に必要なことを学び、センターに所属するので

安心して活動することができています。

★出会いが増えて生活に張り合いが出てきました。

主人も預かる日を楽しみにしています。

 
 

・入会金などの費用はかかりません 
・活動の範囲は市内に限ります 

・年末年始（12/29～1/3）の預かりは

ありません 

・援助活動の前に必ず事前打合せ（顔合わ

せ）をすることにより、お互いに安心安

全に援助を行うことができます 

<受講について〉 

※ 講習会受付は講義開始 15 分前から（初日は 30 分前から受付開始）です。 

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> 

講習会募集チラシ申込書にご記入の上、ＦＡＸか持参又は、電話でお申し込み下さい。 

締め切り：講習会開始 1 週間前まで ※但し、定員になり次第締め切らせていただきます。 

 

 

活動のしくみ 

援助 

報酬 



 

 

 

日 時  間 内  容 講  師 備  考 会  場 保育 

5/14 

(火) 

10:00～ 受付  テキスト代 2,571 円 清瀬市子ども家庭支援センター 
ファミリー・サポートきよせ 
 

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。  ころぽっくる 

会議室 

有 10:30～12:00 開講式 オリエンテーション 

13:00～15:00 保育の心 小俣 みどり 氏 
NPO 法人子育てネットワーク・
ピッコロ理事長／保育士 

まずは、保育の心を分かりやすくお話します。  有 

5/15 

(水) 

9:30～12:30 心の発達と保育者のかかわり 湯汲 英史 氏 
(社)発達協会王子クリニック 

言語聴覚士 

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。  

ころぽっくる 

会議室 有 

13:30～16:30 ★  小児看護の基礎知識 来生 奈巳子 氏 国立看護大学校 教授 
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。 

ころぽっくる 

会議室 なし 

5/20 

(月) 

9:30～12:00 
事故による子どもの傷害 

-実態、予防、応急処置-  
小俣 みどり 氏 

NPO 法人子育てネットワーク・
ピッコロ理事長／保育士 安全第一、子どもの安全を守る大切な話です。 

ころぽっくる 

会議室 有 

13:00～15:00 子どもの生活へのケアーと援助 清瀬市保健師 
清瀬市子ども家庭部 
子育て支援課 保健師 

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。 

ころぽっくる 

会議室 有 

5/22 

(水) 

9:30～12:30 ★  普通救急救命講習 清瀬消防署 財団法人東京防災救急協会 
 正しい応急手当や心肺蘇生法の基本・ＡＥＤの使い方を 

学びます。動きやすい服装でご参加ください。 

ころぽっくる 

ホール なし 

13:30～15:30 身体の発達と病気 宇都宮 正司 氏 
宇都宮小児科内科クリニック 
院長 

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。 
ころぽっくる 

会議室 有 

5/27 

(月) 
13:30～16:30 子どもの栄養と食生活 吉田 朋子 氏 

ＮＰＯ法人ワーカーズ・コレクテ
ィブちろりん村／栄養士 

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。 

ころぽっくる 

会議室 有 

5/29 

(水) 

9:30～12:30 子どもの遊び 大森 靖枝 氏 劇団 風の子 
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…。 

消費生活センター 

4 階 有 

13:30～15:00 ★  病児・病後児保育施設見学 中村 清志 氏 きよせ保育園園長 
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。 

きよせ保育園 

病児保育室 なし 

6/4 

(火) 14:30～16:30 障がいのある子の預かりについて 小玉 邦久 氏 
日本社会事業大学附属 
子ども学園 副園長 

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。 

ころぽっくる 

会議室 有 

6/6 

(木) 

10:00～12:00 子育て支援サービスを提供するために 小俣 みどり 氏 
NPO 法人子育てネットワーク・
ピッコロ理事長／保育士 

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 

ころぽっくる 

会議室 有 

13:00～14:00 修了式・修了証授与 
清瀬市子ども家庭支援センター 
NPO 法人子育てネットワーク・ピッコロ 

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。  

ころぽっくる 

会議室 有 

         「保育サービス講習会  日程表」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
※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 

・指定日のみ
（講習会日程をご確認の上、保育希望日（午前・午後）を記入してください。）

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） 

      年    月    日生れ      

注意することなど 

 

 

                      

 
 

 

会場住所 : 児童センターころぽっくる … 清瀬市中清戸 3-235-5   消費生活センター … 清瀬市元町 1-4-17 

     病後児保育室（ひまわり）… 清瀬市上清戸 2-5-40（きよせ保育園内） 

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

＊ ★マーク 3 日間は病児保育講習のため、保育はありません。   

＊ 駐車場の台数が限られています。会場へお越しの際は、公共交通機関等をご利用ください。 

 

  

【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）                 生年月日 S/H     年    月    日 

住 所                                               

                         
電話 自宅：                  携帯：                      


