3 キュー子育てチケットの申請がはじまりました！
埼玉県より平成 29 年度に 3 人目以降のお子様が誕生された
ご家庭に 3 年間で 50,000 円分の子育てチケットが提供され
ます。ふぁみさぽ、産前産後ヘルプサービス共に対象です。

10 月号 ２９年度 №２

ふぁみさぽで利用申請する場合は報告書が必要になりますので、

紹介します

保管しておくと良いでしょう。利用方法など詳しくは
センターまで問い合わせください。チケットに
ついては、県のホームページを確認してください。

提供会員

産前産後ヘルプサービスのお手
伝いを紹介します！依頼会員 N さ
んはお兄ちゃんの産後の時も O さ
んにお手伝いをお願いしました。

O さん

味付けは若いご家族にはお口に合わないの
ではとちょっと心配でしたが、ひじきの煮物
おいしかった、ハンバーグはお兄ちゃんが美
味しいとたくさん食べたのよと言って頂きち
ょっとホッとしました。Ｎちゃんも一週毎に
目に見えるほど健やかに成長され、ご両親は
楽しみですね。

★全国ファミリーサポートネットワーク事業を受託している女性労働協会から連絡がありました。
預かる会員の車での援助時、子どもが自分でドアを開けてしまい隣に駐車していた車のドアを傷つけたとい

依頼会員

う事故が今年に入り 5 件発生しています。車の破損は被害額が高額になるため、預かる会員負担も大きくな

N さん

今回お二人の方に産後ヘルパーでお世話に
なりました。お二人ともおいしい料理作り、
てきぱきしたお掃除、さらに育児相談まで！
至れり尽くせりでしっかり養生することがで
きました。ありがとうございました。

ってしまいます。
このような事故は、子どもの突発的な行動から起こる事故です。
①必ずロックをかけて子どもが開けないようにする。(預かる会員)
②車の送迎を依頼している保護者（預ける会員）からも、子どもにドアを開けないように話してもらう等、
乗車する際の約束事の再確認をする。出来ることを実施して事故防止に努めてくださるようお願いします。

全体交流会（クリスマス会） の
おしらせ

◆入会説明会
日時：いずれも 10:30～12:00
11 月 15 日(水)

12 月 7 日(木)

別紙でもお知らせしていますが、
11 月２５日（土）
全体交流会（クリスマス会）を企画しています。預

場所：社会福祉会館

ける会員さんはもちろんですが、預かる会員さんも

※申込みが必要です！（顔写真 2 枚、印鑑持参）

他の預かる会員さんと交流できるいいチャンスで

♦おたより封入

す。この機会に是非皆さんで楽しみましょう♬

12 月 13 日（水） 11:00～12:00
封入ボランティアさん募集しています。

★6 月

6 日（火）No.３「子どもの健康」他

★6 月 15 日（木）No.9「幼児救命救急講習」
★7 月

安全

ヒヤリハット」

No.1「預かる会員の心得」

★9 月

5 日（火）No.8「小児の病気」

両方会員 ：

データ・平成２９年９月

7 日（木）
27 日（水）

預かる会員：126 名

7名
７名

参加者 １９名
19 名
参加者

産前産後ヘルパー
〃

参加者

子どもの遊び

8名
８名
8名
８名

参加者
参加者

10 名

参加者

10 名

預かる会員の皆様が安心して援助活動を行えるよう、厚生労働省の指

60 名

社会福祉法人

11 名
１１名

参加者 １０名
10 名
参加者

No.1-②「預かる会員の心得」 参加者
参加者
★9 月 20 日（水）No.2「身体の発育と病気

預ける会員：642 名

参加者

No.4「地域の保育サービス」 参加者
参加者 １４名
14 名

★9 月
828 名

参加者 ２１名
21 名
参加者

★7 月 14 日（金）No.7「心の発達とその問題」 参加者
参加者

～連絡待ってます！～

◆会員数：

10 名
１０名

5 日（水）No.5「子どもの事故と

出欠の確認を致します。同封のハガキを 11 月
1 日（水）までセンターに返信してください。

参加者

針に基づき、９項目２４時間の研修が設定されています。

狭山市社会福祉協議会

さやまファミリー･サポート･センター
ＴＥＬ２００３－３８４９ （直通）

ふぁみさぽの援助活動を継続して行うためには、全ての研修の受講を
お願いしていますので、未修了の方は今年度中の受講をお願いします。

子どもの発達と関わり

埼玉県の社会福祉の発展に寄与された方が表彰されるこの大会で、ふぁみさぽから大塚様、寺島
様、清野様、３名の預かる会員の方が受賞されました！日頃のご協力に感謝いたします m(__)m
受賞された３名のお手伝いをご紹介します。
寺島 甫三子さん
美咲ちゃんのやりたいを応援して学童から美術教室へ
送り届けています。お子さんだけでなくお母さんからも
頼れる相談役として信頼されています。

預かる会員 寺島さんより
とても元気な美咲ちゃん、
そしてのんびり屋さん。しか
し、絵や習字となると別人に
なる。そしてお話も好きで家
族の事、お友達、学校の事、
話が終わらないうちに到着
してしまいます。

預ける会員 Ｙさんより
保育園から小学校に上がる時、
「小学生に
なっても習い事を続けたい」と娘から言わ
れた時は悩みました。習い事の教室へは送
迎が必須…毎週仕事を休む訳にもいかな
い。でも娘の気持ちも尊重してあげたい。
そこでふぁみさぽをお願いすることにし
ました。週に１回の送迎、お二人の方が担
当してくださっているのですが、娘はすっ
かり慣れ親しんで、ふぁみさぽさんに会え
る日を楽しみにしているようです。短い送
迎の間に色々な話をしているようで…報告
書を見て思わず笑ってしまうことも。
安心して預けられ、信頼できるサポータ
ーさんに出会えて本当に良かったです。
いつもありがとうございます。

大きな毛虫
発見！

清野 京子さん
Ｋくんが赤ちゃんの頃からのサポートでもう４年が経ちました。
朝の早いお母さんの代わりに保育園へ送り届けます。
またサブリーダーとして地区のまとめ役も担い、6 年目になります。
とても頼れる存在です。
預かる会員 清野さんより
赤ちゃんの頃からぐずらずに車に乗ってくれるＫくん。園まで
手を繋いで歩くひと時が私にとって嬉しい時間です。無事に送り
届け自宅に戻るとホッとし、今日も一日頑張ろうと元気をもらっ
ています。

駐車場から保
育園まで気に
なると立ち止
まって観察♪

預ける会員 Ｓさんより
保育園への朝の送りを１歳の頃からお願いし
ています。5 歳になった今では「しりとりしなが
ら保育園に行ったよ」などと教えてくれるように
なり、清野さんとの時間を楽しんでいます。ふぁ
みさぽに関わる方々のおかげで仕事を続けられ
ていると感謝しています。

大塚 富美子さん
週 1 回学校へお迎えに行き、託児施設へ送り届けます。センター設立
のころから預かる会員として活躍しています。
美咲作
七夕まつり

夏 休 み の 作 品 が見
事、市の作品展で入
選されたそうです。
お め で と う ご ざい
ます！

預かる会員 大塚さん ある日の活動報告書より紹介
〇月〇日
昇降口を出て来られたＹちゃん。いろいろなお友達に声かけていま
す。積極的でいいですね。駐車場脇のプールはきれいに水がはられ、
プール開きは間近です。やごの話をしました。

何を発見した
のかな？

預ける会員→両方会員になりませんか？
子どもが幼稚園、小学校に行き始め少し時間の余裕が出来た会員さん、
両方会員として活動してみませんか？
研修（9 項目 24 時間）を受けて頂いてからの援助になります。
ご希望の方はセンターまで連絡を。お待ちしております。

預ける会員 Ｍさんより
約１年前から、娘の小学校から託児施設への送り届けで、３
人のサポーターの方々に助けて頂いています。どなたも子ども
達に大変温かく接してくださり、子ども達も皆さんに会うのを
楽しみにしています。今の生活が出来るのもふぁみさぽの皆様
のおかげです。大変感謝しております。今後ともどうぞよろし
くお願いいたします。

