
交代しました！ 

素敵なママパパ、かわいい 

お子さん達に出会い、元気

をいっぱいもらいました。 

子育ては一人で悩まず OPENがいいですね。 

たくさんの仲間ができますよ！ 

私もみんなに支えられ感謝の日々です。  

ありがとうございました。 塚原真理子 

ファミリー・サポートきよせ  

ファミサポ通信 
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「新年度の更新」について 
ファミリー・サポートきよせ会員は自動更新になります。登録内容に変更がありましたら、

速やかにセンター（☏042-492-1139 平日 9～17時）へお知らせください。 

●電話番号（携帯電話）を変更した  ●職場が変わった 

●引越しをして住所が変わった 

●お子さんの保育園や学校が変わった 

●お子さんが生まれた 

すでにご利用中の方も、援助内容に変更があった場合はセンターにお知らせください。 

事前打ち合わせから一年以上が空いた場合は、改めて事前打ち合わせが必要な時もあります。 

地域の子どもの一時預かり（訪問）・送迎・病児保育などを行う 清瀬市ファミリー・サポート・センター事業 登録・年会費無料！ 

ごあいさつ  

この４月より、新たに子ども家庭支援センター長に配属になりました、北平と言います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

本当に大変な中で新年度がスタートいたしました。新型コロナウイルスの蔓延自体が深刻な中、学校

も休校で親子関係が煮詰まってしまっているのか、そのための通告が増えております。親子でも適度な

距離感を保つ事が必要なのだと、身につまされております。１日も早くこの騒動が収まり、元の生活に戻

る事を願っております。 

  私は児童福祉の分野に精通しているわけではありませんが、できるだけ相談員をサポートし、児童虐

待の未然防止に尽力してまいります。提供会員の皆様を始め、子育てに関するあらゆる関係機関のご

協力を仰ぎたく、今後ともご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。 

清瀬市子ども家庭支援センター長 北平 宜之 

 

色とりどりの花が咲き始めました。 

新しいことが待っていそうでわくわくしますね。 

子どもたちのいろんな経験を地域の中で見守っていけたらと思います。 

 

 

 

 

 

 

 
 

2020年度 スタッフ紹介  

■アドバイザー 

原弘美・肥沼由美子・牧野靖子 

■サブ・アドバイザー 

阿部俊恵・福田孝子 

■サブ・リーダー 

佐久間梨江・小池千絵 

渡辺芳・駒木千晴 
 



7/5（日）は全体交流会  

皆さんに楽しんでいただけるよう企画しています。 

詳細はホームページでもご紹介してまいります。どうぞお楽しみに♪ 

 

 

 

5/15（金）～6/12（金）提供会員になるための

「保育サービス講習会」を予定しています。子

どもの心と身体の発達から、病気、栄養、事故

予防など、安全に保育をするための知識を最新

の子育て事情を交えながら学んでいきます。 

保育・医療の各現場で活躍されている講師陣を

お招きしての大変貴重な機会です。全 30 時間 

の講習を修了すると女性労働協会より「修了証」

が授与され、援助活動をした場合 1 時間 700 円

～ の報酬を受けることができます。今まで利

用会員さんだった方もお子さんの成長ととも 

に何か始めてみようかなと考えている方にはとても良い機会だと思います。講座による知識はご

自身の子育て・孫育てにも役立ち、ファミリー・サポートの活動に限らず、さまざまな地域活動

へと活躍の場を広げてくれるはずです。 

すでに修了された提供（両方）会員さんの聴講も受け付けています。特に興味のある講座内容、

お話を聞いてみたかった先生、日頃の援助で改めて確認したいこともクリアにすることができて、

ご自身のスキルアップのためにもお勧めです！ぜひお知り合い・お友達にもお声掛けください。 

※内容・日程の詳細は下記。HP でもご案内してまいります 

 

 

                ★以外は保育付きで、一講座につき保育保険代 50円が掛かります。 

 

 

 

     

月/日 
時間 内容 講師 

5/15(金) 

10:00 受付   

10:30～12:00 開講式 オリエンテーション 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 

13:00～15:00 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 

5/18(月) 9:30～12:30 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 言語聴覚士 

5/20(水) 
9:30～12:30 ★小児看護の基礎知識 来生奈巳子氏 国立看護大学校教授 

13:30～16:00 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 

5/26(火) 
10:00～12:00 子どもの生活へのケア―と援助 清瀬市保健師 

13:00～14:30 ★病児・病後児保育施設見学 中村清志氏 きよせ保育園 園長 

5/28(木) 14:00～16:00 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 

6/3(水) 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 

6/5(金) 9:30～12:30 子どもの遊び 大森靖枝氏 劇団風の子 

6/10(水) 
9:30～12:30 ★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 

13:30～16:30 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 

6/12(金) 
10:00～12:00 子育てサービスを提供するために 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 

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/ファミサポアドバイザー 

5月開講 保育サービス講習会 日程表 
ピッコロＨＰ 

保育サービス講習会 
 

開催期間：5/15(金)～6/12(金) 

全 9 日 

申込期間：4/6(月)～5/7(木) 

電話申込：042-492-1139 

平日 9：00～17：00 

 



桜、咲きましたね！満開の桜も目を楽しませてくれますが、桜
吹雪の中はなびらを受け止めるのも楽しいです(^^♪ 
意外と難しいので大人もつい夢中になってしまうかも…。そし
て、先日金山公園ではオタマジャクシも発見。一生懸命 
すくっている子ども達が 
たくさんいました。（F） 

 

 

2019年度 第 2回スキルアップ研修会 報告 

「救命講習と緊急事態の対応について」 
大人の人形と乳児人形を使った胸骨圧迫の実技、AEDを使った蘇生法 

 

2020.2.17(月)9:45～11:45 ころぽっくるホールにて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※他で開催している AED 実習を含んだ救命講習を受講された場合は、講習名・受講日時等をセンターまでご報告

ください。ファミリー・サポートきよせでは今年度もこのスキルアップ研修を計画しています。みなさん、受講いただきま

すようお願いいたします。 

 

          

 

 

 

 

 

発熱などで保育園からの呼び 
出しの際、迎えに行ってもらえますか？ 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症流行に関連して 

病児依頼は病院受診 
から依頼できますか？ 

提供会員のご紹介は
してもらえますか？ 

Ａ通常ですと、病院受診も提供会員がする場合があり 
ますが、この時期は保護者がお子さんを受診させた 
あとに病名が確定してからのお預かりになります 

Ａお迎えは病院受診が必須なので 
この時期はできません 

学校の課題→実習のドリルをやってはゲーム、学校の課題を
やっては、またゲーム…。でも夕方のランニングの習慣がで
きました。夫が買ってきた地図に走った距離を毎日書き込む
と、現在「北本市」まで(^^♪（Ｈ） 

お天気の良い日に、お
庭を見ると、雪だるま
ならぬ「泥オラフ」！
お友達がお子さんの作
品を見せてくれまし
た。一生懸命作成して
いる様子が思われて…
なんだかほのぼの(^^) 
      （Ｆ） 

≪内 容≫ 

●応急救護（1時間） 

AED（自動体外式除細動器）の 

使用方法や心肺蘇生などの実習

を含んだ救命講習 

●事故防止に関する講習 

～ヒヤリ・ハット事例の共有～ 

 

「保育サービス講習会」で救急救命講座を受けたあとのフォローはそれぞれの

提供会員に委ねられていました。この度、厚生労働省の指導により「救命救急・事故防止」フォローアップ研修

の実施が必須化され、これを受けて実施したファミリー・サポートきよせの研修にはたくさんの方にご参加いた

だき、有意義な時間となりました。 

Ａご紹介と事前打合せは 
通常通りしています 

受講しての感想 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊新型コロナウイルスの収束状況によっては、年間の予定内容の変更、中止もあります。 

事業名 対 象 内 容 予 定 

保育サービス講習会 

子育て支援に興味のある方 

提供・両方会員の聴講可能 

依頼会員の受講も歓迎 

・ 各専門講師より、支援に

必要なことを学ぶ 

5/15～6/12 

 

10/15～ 

10/30 

全体交流会 全会員および登録を希望する方 
・ 会員同士の交流のため、

イベントを企画、開催 

7/5（日） 

12/6（日） 

スキルアップ研修会 提供会員および両方会員 

・支援の課題が解決できる

ように事例を通して学ぶ 

・会員の意識向上と交流 

年 2回 

ファミサポ通信発行 全会員、公共機関、一般 ・事業の周知、活動報告 
4月・7月 

10月・1月 

依頼会員 1,981 名 

提供会員 232 名 

両方会員 52 名 

合 計 2,265 名 

令和 2年 3月 31日現在 

NO.59 の 12/27 現在の正しい会員数は提供会員 232 名、 

両方会員 55 名です。訂正してお詫びいたします。 「コロナウィルス蔓延」「オリンピック延期」、、、 

一年前には想像もできなかったことが今、起こっていま

す。そんなときでも「学校が休みになっていつもはいな

い兄弟がそろい、会話ができてうれしい」とか「オリン

ピック開催まで、もっと強くなれる時間ができた」とい

うポジティブな声を聞き、かっこいい考え方だなぁと感

心しました。 

社会では深刻なこともありますが、考え方や工夫次第で

有意義な時間になりそうです。困ったときは、ファミサ

ポにもご相談ください。 

編集後記 

  

日頃より、ファミリー・サポートきよせへのご協力ありがとうございます。下記の計画に基づき、新年度も丁寧な活動

に取り組んでいきたいと、スタッフ一同気持ちを新たにしています。昨今、さまざまな発信の方法があるなか、ファミリ

ー・サポートきよせは、この「ファミサポ通信」でさまざまな活動をご報告し、連絡を発信してきました。これからも変

わらずに、みなさまの声を反映し、「ファミリー・サポートきよせ」ならではの温かい活動を伝えていきたいと思いま

す。また、現在はホームページからも通信の閲覧ができるようにしております。細やかな発信も今後の課題とし、パソ

コンやスマホで手軽にご覧いただけるようにとも考えています。依頼報告などもメールを活用するなどで間違いな

く、効率よくできるように、新しい取り組みにもチャレンジしていきたいと思います。 

年間予定表 

おむつ交換台からの 

転落に注意！ 
外出先でのおむつ交換時、 
①バッグから物を出す時 
②手を洗っている時 
③兄弟のトイレ介助 
④おむつ捨ての時 
などで目を離して転落事故が起きて
います。 
くれぐれもご注意下さい。 

令和２年度 清瀬市子育て・キラリ・クーポン券 

「清瀬市子育て・キラリ・クーポン券」の対象は未就学児です。 

どなたでも申請すれば発行してもらえます。 

ファミサポの事前打合せや保育の支払いにも利用可能です。 

申請は、子ども家庭支援センター窓口に行くか 

便利なネット申請もありますのでご活用ください。 

 

ファミリー・サポートセンターより 


