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

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

〒204-0021 清瀬市元町 2-18-10 1 階

Tel 042-492-1139
Fax 042-444-4546
https://www.piccolonet.org
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新年度が始まりました。新入学・ご進学おめでとうございます。
子どもたちは新しい生活にわくわくドキドキしていることでしょう。
「いろんなことに興味を持ってチャレンジ！」
を応援しています。

新年度ご挨拶
清瀬市子ども家庭支援センター長
細山 克昭
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、細山克昭と申し
ます。どうぞよろしくお願い致します。
昨年度は、新型コロナウイルス感染症による長い自粛生活を余儀なくされ、今まで以上
に親子で共に過ごす時間が増えたと感じます。それに関連して、親子間の相談事項が多く
見受けられた年であったと思います。この新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束
と、子ども達の笑顔と元気な声が響く日常が戻ることを願っております。新年度も新型コ
ロナウイルス感染症を念頭に置きながら、各職員の方、また、困っているご家庭を支援し
てくださる提供会員の皆様が安心して支援に入れるよう力を尽くしてまいります。
引き続きご理解・ご協力の程よろしくお願いします。

アドバイザー交代します！

今までありがとうございました

長きにわたりお世話になり大変感謝しています。
親子さんの困りごとに親身になって答えて頂き、また、事前打合せしたのに頼まなく
てすみませんと依頼会員さんからも気にかけていただきました。そんなやり取りの数々が嬉しかったで
す。４月からは少しファミサポを離れますが、引き続き人や自然を想いやり活動していこうと思います。
ありがとうございました。

原 宜之
弘美
清瀬市子ども家庭支援センター長 北平

新スタッフ紹介
■アドバイザー
肥沼由美子・福田孝子・牧野靖子
■サブ・アドバイザー

小池千絵

■サブ・リーダー

佐久間梨江・渡辺芳
駒木千晴・武田早苗

たくさんの方との出会いを
楽しみにしています❣

子育て応援！受講者募集！！
ファミリー・サポートきよせでは、提供会員になるための講習会を年２回開催しています。
修了すると女性労働協会から「修了証」が発行され、その後援助活動をした場合１時間 700 円～
の報酬を受けられます。保育付き講座ですのでお知り合いやお友達にも是非お声掛けください。
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。ご自身のスキルアップにも
ご活用ください。また救急救命講座は定期的な受講をお薦めしております。
コロナウイルス感染予防対策をしっかりと取り、開催予定です。
内容・日程の詳細は下記をご参照ください。HP フォームからもお申し込みが可能です。↓

5 月開講 保育サービス講習会 日程表
申込期間：４/1(木)～５/６(木)
お電話（平日 9:00～17:00）または HP 申込フォームより→

月/日

5/13(木)

時間

内容

講師

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

5/17(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

5/19(水)

9:00～12:00

★小児看護の基礎知識

来生奈巳子氏 国立看護大学校教授

9:30～12:30

子どもの遊び

大森靖枝氏 劇団風の子

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

14:30～16:30

障害のある子の預かりについて

野田雅義氏 社会事業大学附属こども学園 指導室長

★普通救急救命講習

公益財団法人 東京防災救急協会

★病児・病後児保育施設見学

中村清志氏 きよせ保育園 園長

子どもの栄養と食生活

吉田朋子氏 NPO 法人ﾜｰｶｰｽﾞｺﾚｸﾃｨﾌﾞチロリン村/栄養士

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

13:30～15:00

子どもの生活へのケアーと援助

清瀬市保健師 子ども家庭部子育て支援課

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

5/26(水)
5/28(金)
5/31(月)

6/3(木)
6/9(水)
6/10(木)

9:30～12:30
13:30～15:00
9:30～12:30

★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

「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、速やかにセンターへお知らせください。
（☏042-492-1139 平日 9～17 時）
●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、または
ご利用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。

2020 年度 第 2 回スキルアップ研修会 報告

２度目の非常事態宣言発令という状況の中

「コロナ禍の子育てについて考える」

で、ファミサポとしてどんな支援を求められて

2021.1.28(木)9:30～12:00 ころぽっくるホール

いるのか、提供会員としては何に注意して活

動するのかをみんなで共有し、安全チェックリ
にて
ストを検討しました。子どもの権利や将来を第一に考えながら、提供会員の不安や気持ちも尊重し、活動を続けて
いくことが大切であることを再確認しました。
「SOS・助けて」
が発信しづらい

子育て家庭の状況

感染する・させる
可能性の不安

家族がずっと家
にいて息をつく
時間がない

子どもの成長・学力
の不安

日頃からの体調管理を大切に、安全チェックリストも活用する
常にマスク着用、接触はなるべく避け、食事時は特に距離を置く
一番は手洗いを入念に。子どもは遠くからあやすわけにはいかないの
で、子どもにとって大事なこと、安心できる保育を心掛ける

支援者として

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
こんにちは ファミサポ会員さん
＊＊＊＊＊＊
朝、家を留守にする時間にファミサポを利用して、１歳の娘の面倒を見て頂いています。２人の
提供会員さんに曜日替わりで自宅に来ていただいて、月に 10 回程利用しています。
2 人の提供会員さんは、娘が寝起きが悪くて泣いていても笑顔で優しく接してくれます。
娘の性格に合わせて接して下さるところや私の育児の悩みも聞いてくださり有難いです。
コロナ禍で感染リスクがゼロではない中で自宅に来て頂けて、とても助かっています。
提供会員さん、ピッコロさん、いつもありがとうございます。（お父さん会員さん）

依頼会員

N.S.さん

ファミサポさんを利用して、１年くらいが経ちますが、本当に助かっています。
ファミサポさんには、現在、息子を保育園へ迎えに行って頂き、自宅にて
親が帰宅するまで一緒に待って頂いております。平日は夫婦で仕事があるので、
３人の方に曜日ごとに依頼しています。
正直、利用するまでは、知らない方に息子をお願いする事に不安がありました。
果たして息子が心を開くだろうか、嫌がったりして、相手の方に嫌な思いを
させてしまわないだろうかと、心配しました。
しかし、どの方も息子を本当に可愛がって下さり、理解しようとして下さり、
今では息子もとても心を許しており、楽しそうなので、本当に感謝しています。
今まで、他の方々のサポートを受けることに抵抗もあり、何がなんでも夫婦で
やるべきだと決めていた部分があったので、
気持ちも楽になりました。
本当に依頼して良かったと思っています。

ファミリー・サポートセンターより

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。直接会うことができないことも多いなか、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、情報を発信しています。今後もみなさ
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お伝えしていきたいと思っています。また、
みなさまがより利用しやすくなるよう、努力してまいります。どうぞよろしくお願い致します。
※ファミリー・サポートきよせのニュースはこちらからも→

年間予定表
事業名

対 象

内 容

子育て支援に興味のある方
保育サービス講習会

提供・両方会員の聴講可能
依頼会員の受講も歓迎

全体交流会

全会員および登録を希望する方

予 定

・ 各専門講師より、支援に

5/13～6/10

必要なことを学ぶ

10/1～

・ 会員同士の交流のため、

7 月‣12 月

イベントを企画、開催
・支援の課題が解決できるよ

スキルアップ研修会

提供会員および両方会員

うに事例を通して学ぶ

年2回

・会員の意識向上と交流
ファミサポ通信発行

全会員、公共機関、一般

4 月・7 月

・事業の周知、活動報告

10 月・1 月

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

令和 3 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。
年度が変わると前年のものは使えませんのでご注意ください。

今までの生活が一変して早一年になりました。なかなか先
の見えない状況に疲れたり、気持ちが落ち込んだりしてし
まいがちです。でも感染防止対策をしっかり取って、密に
ならない形を工夫して、少しずつイベントも行われるよう

になりました。ピンチはチャンス！という前向きな気持ち

令和 3 年 3 月 18 日現在

依頼会員

1,921 名

ています。それでもしんどい時はご無理なさらないよう。

提供会員

238 名

困ったときは、ファミサポにもご相談ください。一刻も早

両方会員

54 名

になれたらいいですね。子どもたちの元気な声にも癒され

くコロナが終息することを願うばかりです。

合

計

2,213 名

