
5 月の新緑が美しい季節になりました。会員のみなさまはいかがお過ごしでしょうか。

ファミリー・サポート・センターでは、今年度も、講師の先生が最新の情報をご用意して

援助活動や育児に役立つ講習会を開催いたします。 

また、会員のみなさまと一緒に楽しめる交流会や講演会も開催いたしますので、どうぞ

ご参加ください。 

日  時 ５月 23 日(木)9:00～12:00 

場  所 ふれあいプラザ ２階和室 

定  員 15 名程度 

内  容 乳児から小学生までの心肺蘇生法とＡ

ＥＤの使用法などの救急救命法など 

講  師 白石消防署員 

参 加 費 150 円(テキスト代) 

申込期限 5 月 17 日(木) 

申込方法 電話または来館 

※ 受講終了の方には、白石

消防署より修了証が発行さ

れます。 

普通救命講習会

●日  時 ７月４日(木)10:00～11:30 

 (ズンバ 45 分間と講話) 

●場  所 ふれあいプラザ２階研修室 

●講  師 八巻 奈美子さん 

●定  員 １５名程度 

●申込期限 ７月２日(火) 

●申込方法 電話または来館 

●持 ち 物 運動靴、タオル、水またはお茶 

普通救命講習では、通常の講習に加えて、「乳

児から小学生までの子どもの心肺蘇生法」、「け

がの応急処置」、「AED の使用方法」など、

いざという時に役立つ内容です。子育て援助活

動に関わる方や子育て中の方も参加できます

ので、どうぞご参加ください。 

 安全で質の高い援助活動ができるよう
に、会員を対象に年間 6 回の講習会を行
っています。6 月には前半の 3 回を開催
します。育児の参考になる内容ですので、
子育て中の方もぜひご参加ください。 

日時 6 月６日(木)10:00～12:00 

内容 ・ファミリー・サポート・センター

事業とは 

   ・提供会員としての心構え 

   ・チャイルドシート着用のマナー 

講師 白石警察署員、 

ファミサポアドバイザー

日時 6 月 1４日（金）10:00～12:00 

内容 「遊びを通して育つ心」 

・子どもの発達に応じた遊び 

・手作りおもちゃの製作 

講師 市保育士 

日時 6 月 2７日（木）10:00～12:00 

内容 ０歳から５歳までの発達と育児 

講師 市保健師 

※3 回とも場所はふれあいプラザ和室、定

員は 20 名程度です。託児も行います。 

(４回目以降の講習会は９月に開催予定です) 

第１回講習会

昨年の講習会の様子

 ラテンの音楽に合わせて楽しく体を動かしまし

ょう♪初めての方も安心してご参加ください。託

児をご用意しておりますので、お子様連れの方も

安心してご参加できます。 

「ＺＵMＢA○R 」ＪWＩ承認番号 11828 

「ズンバでリフレッシュ」
第一回ファミサポ講演会 

参加無料 

第 2 回講習会

第 3 回講習会
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３月１２日(火)、ふれあいプラザで平成 30 年度実績報告と
会員による活動内容の発表を行いました。お子さんを含む 28
人が参加し、事業への理解を深めました。 
事例発表後は、小物入れを手作りしたりファミサポカフェで

子育ての話や情報交換をしたり楽しい時間を過ごしました。 
【会員からの発表内容】 
●依頼会員 
子どもの預かりをお願いする会員さんと顔合わせがあるの

で安心しましたし、思ったより気軽に利用できると感じまし
た。これからも利用して楽しい子育てをしていきたいです。 
●提供会員 
昔と今で子育ての方法に違いはありますが、子どもを可愛い

と思う気持ちは変わらないと思います。今後も安全にお子さん
をお預かりしながら楽しい時間を過ごせるよう活動していき
たいです。 

★会員の皆様へ・・・今年度も「行事予定、活動状況と報告、事業内容」

などについて、ファミサポ通信でお知らせしていきます。提供会員の方へ

は郵送で、市内幼稚園、保育園在園の親御さんには園を通じて配布します。

また、会員の方で、住所変更や下の子が生まれたなどの変更がある方は、

事務局までご連絡ください。 

★提供・両方会員さんへ・・・講習会開催のお知らせはファミサポ通信で

ご案内しております。６月開催予定の講習会の内容は裏面(前のページ)をご

覧ください。多くの方のご参加をお待ちしております。 

〒989-0275 
白石市字本町２７番地 

会員数      609 名
依頼会員    419 名
提供会員    151 名
両方会員     39 名 

活動件数     728 件
（Ｈ30.4.1～H31.3.31） 

ファミリー・サポート・センタ
ーは、お陰様で会員の皆さまのご
理解・ご協力をいただいて安全に
援助活動が行われております。 
今年度は元号もかわり、子育て

支援に関しても変化のある年に
なるようです。今後もより一層会
員の皆様との信頼関係を大切に
しながら、より良い援助活動につ
ながるよう、事務局を努めていき
ますので、引き続きよろしくお願
いいたします。 

アドバイザー  遠藤  恵子 
遠藤留味子 

事務局より

昨年に引き続き今年度もサブリーダ
ーになりました。 
皆さんと一緒に楽しい時間を過ごし

たいとおもいますので、よろしくお願
いします。      小倉 久美子

毎年たくさんの方々と出会い、
日々楽しく活動させていただい
ております。 
皆さんのお役に立てるよう、本

年度も頑張ります。 工藤 理恵

今年度も引き続きサブリーダーと
してお手伝いさせていただくことに
なりました。皆さんとたくさんお話を
しながら楽しい時間を過ごせたらと
思います。      高子 あけみ

今年度のサブリーダー紹介 

お知らせ

親子で小物
入れを作り
ました。 



件数内訳
① 保護者の短時間・臨時的就労・求職活動時の援助     １９８件 

② 保育施設までの送迎                 １９３件 

③ 放課後児童クラブ迎え・子どもの習い事の援助     １１５件 

④ 放課後児童クラブ終了後の預かり            ７６件 

⑤ 保育施設・小学校休み時及び保育施設入所前の援助    ６７件 

⑥ 保護者の家事・用事・リフレッシュ時の預かり      ３９件 

⑦ 保育施設の保育開始前、終了後の預かり         １２件 

⑧ 保護者の病気・病後児の援助・その他急用事の援助    １２件 

⑨ 学校の放課後の子どもの預かり             １０件 

⑩ 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の子どもの預かり   ４件 

⑪ 買い物等外出時の子どもの預かり             ２件 

⑫ その他                         ０件 

平成 30 年度事業・活動実績の報告 

(依頼会員 419 名・提供会員 151 名・両方会員 39 名) 

依頼会員発表内容
はじめての利用は、小学１年生の娘の授業参観

の時に 2 歳の息子の預かりを依頼しました。活発
な男の子なので最初は心配でしたが、その後もフ
ァミサポを何度か利用しているうちに、親子共々
提供会員さんに親しみをもち、安心してお願いす
ることができるようになりました。 
これまでは転勤が多く、その土地の環境に慣れ

るのには時間がかかって子育ての不安もありまし
た。思い切って依頼してみて感じたことは、必要
にかられた場合はもちろん、母親の私のリフレッ
シュの時にも利用できれば、親子共にプラスの時
間になると思うので、これからも上手に依頼して
楽しく子育てしていきたいと思います。 

提供会員発表内容
ファミサポの会員になって１

年、いつもやんちゃっこでお預か
りをしています。 
私の時代の子育てと今の子育て

ではいろいろと違うところがある
かもしれません。でもお子さんを
可愛いと思う気持ちは一緒だと思
います。 
会員としていろいろ勉強して、

事故の無いように、私自身も楽し
い援助活動の時間が過ごせるよう
にしていきたいと思っています。 

依頼会員 
始めて参加しましたが、

会員さんの報告も興味深
かったですし、小物入れの
製作やお茶会も楽しかっ
たです。今後、機会があれ
ば、ファミサポを利用した
いと思います。 

提供会員 
若いお母さん達の参加で

活気のある交流会でした。 
お子様たちもかわいくてお
茶会も楽しかったです。ま
た参加したいです。よろし
くお願い致します。 

～参加者の感想から～
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事例発表会の報告

お菓子とお茶で懇談の様子 



月 講演会・交流会等          講習会 

４月 

５月 ・普通救命講習会２３日(木)9:00～12:00 

小児から大人までの心肺蘇生法、AEDの使用方法、

けがの応急処置 

６月 ・第１回講習会  ６日(木) 10:00～12:00

・第２回講習会 １４日(金) 10:00～12:00

・第３回講習会 ２７日(木) 10:00～12:00

７月 ・第一回講演会 
『ズンバでリフレッシュ』 

ZUMBA○R  JWI承認番号11828 

講師：八巻 奈美子 さん 

日時：７月４日(木) 

10:00～11:30(ズンバ４５分間と講話)

８月 

９月 ・第４回講習会 ４日(水) 10:00～12:00 

・第５回講習会１３日(金) 10:00～12:00 

・第６回講習会２５日(水) 10:00～12:00

１０月 ・交流会「秋祭り」

１６日(水) 10:00～11:30 

１１月 ・第二回講演会 

 『簡単おやつ作り』 

２７日（水）10:00～11:30

野菜ソムリエ 

講師：佐藤 利子 さん

１２月 ・交流会「ふれプラクリスマス会」

４日(水)10:00～11:30 

１月 

２月 ・交流会「事例発表会」 

２６日（水）10:00～11:30 

３月 

しろいしファミリー・サポート・センター

令和元年度 年間行事予定表

【講習会】 

会員に対して活動に必要な子育ての知識の

提供を行います。支援できる方、子育て中

の方もご参加ください。 

【交流会】 

会員と会員以外の方の交流の場として、開催し

ます。 

交流を深めながら楽しい時間を過ごしましょう！ 

※7 月の講演会までの主催

事業内容の詳細はファミ

サポ通信 VOL.77 をご

覧ください。 

【講演会】 

知識の習得と最新の

情報を提供します。

9 月講習会内容 

【第 4 回講習会】 

・0 歳から５歳までの栄養と食事 

【第５回講習会】 

・小児看護の基礎知識 

・子どもに多い事故について 

・予防接種の知識 

【第６回講習会】 

・６～８歳の発達と育児 

・子どもを預かるうえで大切にしたい人間

関係について

※日程は変更になる場合があります。 
※全ての講習会に、会員以外の関心のある方の参加ができます。 


