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新しい生活様式もだいぶ定着してきました。支援に入る時は、マスクを着

用、まずは洗面台･石鹸をお借りして手のもみ洗い・流し洗いを丁寧に行 

います。ご自身のタオルもお忘れなく。支援が長い時間にわたる時は、依頼会員さんと換気についてご

相談ください。安全チェックリストも積極的にご活用ください。困ることがあれば遠慮なくセンターに

ご相談ください。また、ご自身が疲れていると感じる時、熱や風邪の症状がある時、ご家族の体調が良

くない時などには、お休みの決断をする勇気も必要です。会員同士、こうしたお互いの健康上の事情を

汲んで、思いやりのある活動を心掛けましょう。 
 

①まずは、かかりつけ医に電話

連絡、相談し受診→  

②かかりつけ医の判断で PCR 検査を予約→  

③予約日時に、PCR センターで検査（時間厳守）→  

④かかりつけ医が患者に検査結果を電話で連絡します。 

※陽性の場合、その後の対応については、保健所の指示を受けます。 

陰性の場合も引き続き家族などへの感染予防を行ってください。 

【東京都発熱相談センター】０３-５３２０-４５９２ かかりつけ医がいない場合や休日や夜間 

【新型コロナコールセンター】０５７０-５５０５７１（9～22:00） 不安に思う方 

 

清瀬市ホームページ ttps://www.city.kiyose.lg.jp/ ➡ 

余裕のある時に一度覗いておくといいかもしれません。 

情報は都民向け感染予防ハンドブックの紹介、感染リスクが高まる「５つの場面」、新型コロナ

ウイルスの”いま”についての知識、運動や過ごし方の提案、公共施設や学校情報、給付や生活支

援までを含みます。情報の入手先を知っておくことは大切です。 

 

昨年初めからおきた新型コロナウイルス感染症の影響は、社会が一変した

と共に、子育てしている家庭にも大きな影響がでていると日々の活動から

思うところです。この 1 月 8 日にも政府が緊急事態宣言を発令し、外出

自粛要請もされていますが、ファミリー・サポートきよせの活動は引き続 

き、「新型コロナウイルス感染予防安全チェックリスト」を基に継続いたします。しかしながら、風

邪と同じような症状の出る新型コロナウイルス感染症ですので当面の間、病院を受診して病名が分か

ってからのお預かりとなることはご承知いただきたくお願い致します。また、夏休み以降からは在宅

ワークから通常のお仕事に移行されてきているのか、昨年の同時期と変わらない件数があがっており

ます。一方では、里帰り出産ができなかったり、身近な人の手助けが得られず、すぐにファミリー・

サポートを利用したいとご連絡いただくことも多くなっています。センターといたしましても、提供

会員さんの協力をいただきながら、安心・安全な支援になるよう今後も努めて参りたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願い致します。          （ファミリー・サポートきよせ アドバイザー） 

          

ピッコロ通信バックナンバー 

 

        

 

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！ 

ファミリー・サポートきよせ 

支援の前にもう一度 

皆様にとって良き一年になりますようお祈り申し上げます 

感染の不安がある時 

新型コロナウイルス関連の情報 
 



 

  

2020 年度 第２回 全体交流会  

演奏：髙田 剛志先生（チェロ）・真生先生（ピアノ） 

参加：会員とご家族  69 名 

 

12/6（日）ころぽっくるホールにて、提供会員も依頼

会員親子も一緒に楽しめるチェロコンサートを開催し

ました。会員同士の交流目的の全体交流会ですが、今

年は同じ音楽、時間、空間を共有し、みんながリフレ

ッシュできて、励みになることをと考えました。想定

し得る感染予防を行い、2 クールに分けての実施にな

りましたが、たくさんのみなさんにご参加いただきま

した。清瀬にお住いの音楽家、高田夫妻には、ファミ

リーサポートの活動についてご理解いただき、ご協力

いただけましたこと

本当に感謝していま

す。「「ファ」の音

は牧歌的、清瀬の音

みたいですね」と剛

志先生がおっしゃっ

たことが心に残って

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

♪子連れでチェロとピアノのきれいな演奏を生

で聴けてとても嬉しかったです。 ♪コロナで音

楽会が中止になっている中、久しぶりに聴く機会

があって良かった。子どもに聴かせたいというの

もありましたが、大人の自分自身もとても癒さ

れました。 ♪チェロを近くで聴いたり、振動を

感じたり、とても貴重な体験ができ、子どもにも

良かったです。チェロの説明や作曲家のお話な

どわかり易く、楽しく勉強させていただきました。 

♪心地よいチェロの音色に子どももうっとりとし

ていました。馴染みのある曲もチェロといえばの

曲もいろいろ聴けてよかったです。もっと聴きた

かった。 ♪とても素敵なコンサートでした。子

どもがいない頃は、オーケストラを聴きに行って

いましたが、しばらく無理だと思っていたので、と

てもいい機会でした。（感想より） 

妻の自動車普通免許取得時に利用しました  
依頼会員 段葆棟さん 

昨年の 11月ごろ妻が運転免許を取得する都合で、約２週間不在の間に、 
ファミリー・サポートの支援を依頼しました。子どもふたりの朝晩の保育園の送迎と、 
わたしが帰宅するまでの時間に子どもたちの食事の補助をしていただき、 
大変助かりました。依頼の変更にも迅速に対応してくれ、いつも信頼できる 

依頼会員さんが来てくれるので安心です。 
また利用させていただきたいと思います。 
感謝の気持ちでいっぱいです。 

 



公共施設等の閉鎖などで開催を心配していましたが、今年度の計画通り年

内 2 回の保育サービス講習会を無事終了することができました。お引き受

けいただいた先生方、ご協力いただいた皆さまに感謝しながら、今回また

地域での子育て親子を支える仲間が得られたことを、とてもうれしく思っ

ています。今年度の新規受講者は 10 名、昨年度の未受講分を受講された

方と合わせ修了者は 9 名になりました。「私にできるかしら」と不安に思

うときもありますが、「できることを少し」という気持ちで活動していた 

だき、困ったときは話し、共有して、みんなの安心

に変えていきたいと思います。ひとりひとりの活動

になりますが、みんなで大きな力に変えることもで

きるファミリー・サポートです。今年もこの力を惜

しみなく発揮していきたいと思っています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駒木千晴さん 
 

清瀬に越してきて約一年になります。引越をした機に幼

稚園や小学校に関わる仕事をしたいと思い、何気なく市

報を見て１０月開催の「保育サービス講習会」を受講し

ました。提供会員になり約一年になります。１０数年ぶ

りの乳児や幼児のお世話は最初ドキドキでしたが、私が

癒されあっという間の時間でした。ひろばのアドバイザ

ーになり、これからたくさんの皆さんと交流できると思

っていた矢先にコロナ禍突入。小中高校の長期休暇、リ

モートワーク、ファミリー・サポートの提供会員として

も初めての事ばかりで、流されるように過ぎた一年でし

た。そんな中でも私の名前や顔を覚えてくれて、外で見

かけると声をかけてくれる子どもたちがかわいくてとて

もうれしく、癒されています。これからも依頼会員さん

や子育て中のママから安心して預けられるよう、自分も

少しずつ成長していきたいと思います。 

渡辺芳さん 
 

ファミリー・サポートの研修を受けたのは３年前のこ

とでした。その時一人娘は低学年でしたので、研修を終

了した後すぐに保育に入ることはありませんでした。

娘がだんだん大きくなり、高学年になるタイミング

で、そろそろ何かしないと…と思っていたところ、サ

ブリーダーのお話をいただきました。娘が学校に行っ

ている間の時間にできることが多かったので、私には

丁度いい内容でした。会議に出て、年２回の交流会や研

修会や保育サービス講習会の準備・片付けをしたりして

います。（当初は３か月健診の説明に行く予定がありま

したが、コロナの影響で、そちらにはまだ行っていま

せん）私が役にたっているのかよくわかりませんが、

人と関わることができ、講習会の内容を何度も聞けて、

私は嬉しいです。経験の浅い私ですが、これからもど

うぞよろしくお願いいたします。 

2020 年度 保育サービス講習会 
第 1 回 10/1～10/30・第 2 回 11/27～12/21 

～ 受講者の声 ～ 

細かい声掛けの仕方の例が勉強になりました。

家庭によっていろいろな考え方のおかあさんが

います。様々な考えがあることを、受容できる

ようにしたいです。 

自分なんかに出来るんだろうか

という不安もありつつ、地域で

少しでも役に立てそうなことへ

の楽しみな気持ちもあり、 

学びに身が入ります。 

第一線でご活躍されて 

いる専門家の、最新の 

お話を聞くことができて

とても有意義だった。 

先生が、「そこにいてくれるだけで充分」

「自分のできることを」と言って 

くださり、支えに感じた。 

子どもの栄養と食生活 

救命救急講習 

２年かかりましたが、 

無事に講習を受け終 

わりました。 

あきらめなくて 

よかったです。 

子どもの遊び 

サブリーダーさんご紹介  
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「チャイルドビジョン」   
 

 

保育サービス講習会では「幼児視界体験メガネ」を使用し

て、子どものものの見方を体験します。「ああ、そういえ

ば講習会で！」と思い出される方も多いかと思いますが、

幼児の視野は思った以上に狭いのです。お母さんに声をか 

けられても、お母さんが視界に入ってくるのには動作とともに少し時間を要するか

もしれません。子どもの視野が私たちと大きく違うことがよく分かると、自分もし

ゃがんで子どもと同じものを見ようとしたり、あらためて危ないものはないか考え

たりします。子どもが転ぶのはいつも注意が散漫なわけではないとわかると、もっ

と守ってあげたい気持ちになったり、いとおしい気持ちになります。東京都福祉局

のサイトでは体験眼鏡をダウンロードすることができます。（右 QRコード⇒） 

ステイホームを機に室内外の安全を見直しながら試してみてはいかがでしょう。 

■2020 年 4～12 月の支援活動振返り■ 
 

➀活動件数（支援内容別）           ②活動件数（総件数前年同月比較） 

 

 

 

 

 

 

 

①は大きく年齢や学年でとらえていますが、一口で送迎や預かりといっても、各家庭の状況をよく汲んで支援

に臨んでいただいています。また②前年同月の活動件数の比較からは、5 月の緊急事態宣言下では落ち込んだ

ものの、現在では例年とほぼ変わらない利用件数に戻っていることがわかります。感染予防をしてお互いに無

理のない支援を心掛けることが、相互援助活動であるファミリー・サポートの安心安全な活動の継続に繋がり

ます。お互いを思いやりながら、引き続きご協力をお願い致します。 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数（12/31現在） 

依頼会員 1,913名 

提供会員 241名 

両方会員 53名 

合  計 2,207名 

 

2019 

保育サービス講習会では予防接種事情や流行の病気と対処、

親の事情や子どもたちを取り巻く課題も社会の変化ととも

に変わってきていることがよく分かりました。分野によっ 

ては情報のアップデートが必要なものもあると感じます。チャイルドビジョンに

ついても復習しましたが、自分と違う立場からのものの見方や考え方を受け入れ

ることは、大人同士でも言えることかもしれません。しばらく「コロナ禍」は続

きそうです。お互いを尊重しながら、一緒に終息を祈りたいと思います。 
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病児病後児保育

保育施設等休みの時の預かり

その他預かり

保育施設入所前の子の預かり

習い事の送迎や預かり

学校の送迎や預かり

保育施設の送迎や預かり

学童の送迎や預かり

2020 

ファミリー・サポートきよせニュース受信のための登録はこちら↓  依頼報告をスマホフォームで↓ 


