地域の子どもの一時預かり（訪問）・送迎などを行う ファミリー・サポートきよせ 登録・年会費無料！
ファミリー・サポートきよせ

ファミサポ通信
発行・ＮＰＯ法人子育てネットワーク・ピッコロ
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うろこ雲、ひつじ雲、いわし雲にしらす雲⁉
澄みきった秋の空には、おもしろい形の雲がいっぱい！
キミの目には、どんな世界に見えるのか…
おはなし

2019 年度
第2回

聴かせてね

全 体 交 流 会
会員対象
50 名（抽選）
申込締切 10/31

12/1（日） 10：30～12：00
（10：15 受付）

バブリーたまみ
ママの笑顔がいちばん！
～スーパーポジティブソングス～

会場：中清戸地域市民センター
第２集会室 （２階 和室）

子どもにとって素敵なママってなに？
家事を完璧にこなすこと？ 誰かと比べること？
もっと頑張らないと！と焦ること？

ううん。違う。

ママが他でもない自分を生き、そしてママの笑顔こそが
子どもにとって家族にとって一番うれしいこと。

私はママに『笑顔』を届け、そして体をはって『自分を生きる』
というメッセージを届けていきます。

バブリーたまみ

2019 年度 清瀬市ファミリー・サポート・センター事業

保育サービス講習会
受講者募集‼
地域でおもにお子さんの送迎・預かり・

充実の講師陣による講義！
最新の保育について学びます

病児保育等を行う、支援者養成講座です。

■対象者 ： 清瀬市及び近隣にお住いの 20 歳以上の健康で子ども好きな方
■定

員 ： ３０名

■受講料 ： 無料（テキスト代のみ 2,571 円）

■保育付き： 要予約・保険代 1 コマ 50 円 （ただし★マーク講座は保育なし）
■申 込 ： 9 月 26 日までに電話または HP にて受付
※日程、講師、会場等は下記参照※全日程参加できない場合はご相談ください（初回受講より 2 年間有効）

◇提供会員の方は聴講できますので、ご連絡ください
◇救命救急の有効期限は 3 年です。有料ですがご一緒に再受講できます。
保育サービス講習会日程・内容・場所
日程

時間

内容

講師

場所

受付
3日

午前

(木)

10 月

清瀬市子ども家庭支援センター/ファミサポアドバイザー
開講式

オリエンテーション

午後

保育の心

小俣みどり氏

子育てネットワーク・ピッコロ理事長/保育士

7日
(月)

午前

心の発達と保育者のかかわり

湯汲英史氏

発達協会王子クリニック

10 日

午前

事故による子どもの傷害

小俣みどり氏

子育てネットワーク・ピッコロ理事長/保育士

(木)

午後

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

16 日

午前

★小児看護の基礎知識

来生奈巳子氏

国立看護大学校教授

(水)

午後

子どもの生活へのケアーと援助

清瀬市子ども家庭部

21 日

午前

★普通救急救命講習

清瀬消防署

公益財団法人東京防災救急協会

(月)

午後

子どもの栄養と食生活

吉田朋子氏

ワーカーズコレクティブちろりん村/管理栄養士

24 日
(木)

午後

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

29 日

午前

子どもの遊び

大森靖枝氏

劇団風の子

②

(火)

午後

★病児・病後児保育施設見学

中村清志氏

きよせ保育園園長

③

30 日

午前

子育てサービスを提供するために

小俣みどり氏

(水)

午後

修了式・修了証授与

清瀬市子ども家庭支援センター/ファミサポアドバイザー

子育て支援課

言語聴覚士

①

保健師

子育てネットワーク・ピッコロ理事長/保育士
①

※場所は、①児童センター②消費生活センター③清瀬保育園内ひまわりです。※★が付いた講習に保育はありません。

7 月 7 日（日） 全体交流会 報告
「リズムにあわせ あそぼう！＆楽しいあそびコーナー」
ころぽっくるホールで行われた、会員限定のイベントには、約 100 名の親
子と 26 名の提供会員さんが集まって、一緒に楽しい時間を過ごしました！
小宮さんのリズムあそびでは、0 歳～小学生のお子さんまで体を使って楽し

楽しいリトミック・バルーンあそびを教えて

みました。大きな布やシーツがあればおうちでもできる、あそびのアイディア

くださった 講師 小宮しのぶさん（左）

をご紹介します！

シーツの上に軽くてあたっても危
なくないボールや人形を乗せて、ポ
ンポン跳ねさせます。シーツから全
部落ちるまで、がんばれるかな？

“あそびコーナー“では、提供会員さんと一緒にボーリングや玉入れなどのゲームをしてシールをゲット！
メダルにいっぱい貼りました。こちらも簡単にまねできるゲームばかりで、感想をいただいた中でも好評でした。

てさぐりゲーム

たまいれ

ボーリング

ん～？
これは何かな？

やった～！ストライク
～！

パタパタゲーム
盛り上げてくれた提供会員さんありがとう！
七夕の日、用意した短冊
にお願い事もたくさん書い
てくれました。来てくれた
みんなの願いがきっと
叶いますように☆彡
自分の色にひっくりかえす
よ！

提供・両方会員のための

スキルアップ研修会

「障がいってなあに？

報告

子どもの障がい・個性を学ぶ‼」

講師：(社)発達協会王子クリニック 言語聴覚士

湯汲 英史 氏

「海外の子育てには『親族で育てる』
『宗教のコミュニティーがある』など関わる人、相談できる人が多いが、
現在の日本の子育て環境は家族単位の個々になっているので、ファミサポの支援が必要である。」とおっしゃる
先生に、発達障がいのお子さんの特徴や対応の仕方、また支援時の具体的な方法についてお話しいただきました。
◇声掛けのポイントは
・威圧したり、感情的に話さない。
・子どもが騒いでも、
「静かになったら話すよ」と言って落ち着いたら、話し始める。
・子どもの反応を観たり、質問をしながらゆっくり話す。
・答えやすい二者択一にする。答えをせかさない。
・長い文章は（７才児では短期記憶が３ワードなので）覚えられない。短くを心掛ける。
・二重否定文「～出来なかったから～しないよ」はダメ。「～のときは～するよ」と言葉かけしましょう。
・主語を必ずつける。省略しない言葉をつかう。
・
「走ってしまったら」→「次は走らないでね」と約束をし直す。
（感情で怒らない）
これらを聞いて、全ての子どもの支援にあてはまることだと感じました。

緊急時のための備えをお願いします！
保育中のあらゆる事故や緊急時に速やかに対応できるよう、依頼・提供会員は
いつでも連絡を取り合えるようにしておきましょう。また、救急車の要請をする
ようになった場合、お子さんの名前・年齢・保育先の住所等を提供会員が伝える
必要があります。
「提供会員が保育に入る際は、必要な情報のメモを携帯する」、
「依頼会員が保育を依頼する際は、自宅の分かりやすいところにメモを掲示して
おく」等の対応をお願いします。
緊急時、時間外の連絡先は以下の通りの順序でご連絡ください
① ファミリー・サポートきよせ センター 042-492-1139
② ピッコロ事務所
042-444-4533
③ 子ども家庭支援センター 042-495-7001

自然災害（台風・大雨・大雪）の対応について
・前もって台風などの自然災害が予想され、保育の安全が心配される場合は、会員同士早めに連絡を取り合い、
保育の中止を含めて相談してください。（この場合キャンセル料は発生しません）
・保育に入る前に清瀬市の防災無線とホームページにおいて警報（避難準備・避難勧告・避難指示）が発令され
た場合は、保育中止となります。可能ならその旨を依頼会員に連絡しますが、連絡なしに中止することがあるこ
とをあらかじめ確認しておいて下さい。（この場合、キャンセル料は発生しません）
（保育園・学童クラブでは、保護者が迎えに行くまで、施設内で子どもを安全に保護してくれるため。）
・また、ファミリー・サポートきよせでは、保育中の自家用車・自転車の使用は禁止されています。徒歩が困難な
場合は公共の交通機関を利用するようにしてください。
1編集後記

暑～い夏が終わり、外遊びの気持ち良い季節になりました。いつもと違う
方向にお散歩に行ってみませんか？きれいなお花を見つけたり、抜け道を
発見したり。
南口には児童館がありませんが、竹丘にはつどいのひろば、清瀬療護園内
にはカフェや休憩ルームがありますよ。
お散歩で冒険してみてね。

依頼会員

1952 名

両方会員

53 名

提供会員

229 名

合

計

2234 名

令和元年 8 月 31 日現在

