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〒189-0022 東村山市野口町 1-25-15
東村山市地域福祉センター２F 東村山市子育て総合支援センター ころころの森 内
Tel 042-393-5137／Fax 050-3510-4587／Mail famisapo@waltz.ocn.ne.jp
【開所日時】月～金曜日 9：00～17：00
（土・日・祝・年末年始は休み、月に１回土曜開所日あり）
緊急時連絡先 070-5568-3005（センター閉所時・緊急の場合のみ）

平成 16 年に東村山市にファミリー・サポート・センターができてから今年で 10 年になります。
これまで多くの皆様にこの事業が支えられてきたことに深く感謝申し上げます。
また、節目の年を迎えるにあたり、これからの地域での支え合いについて、
みなさんと共に考えていく機会になればと願い、記念行事等開催させて頂くこととなりました。
今後ともファミリー・サポート・センターをよろしくお願い申し上げます。

依頼会員 1,526 名
提供会員
162 名
両方会員
16 名
合
計 1,704 名
（６月末現在）

１０周年によせて
白梅学園大学教授

佐々加代子

ファミリー・サポート・センター事業 10 周年、おめでとうございます。
当初、地域の有志のお力を出していただくこの子育て支援事業は、先行きがなかなか見えない
ものでしたが、10 年はしっかりと根をおろしてきたということになります。
「預ける」保護者の求めに応じて「預かる」援助者たちは「預けられる」子どもたちとともに、
「その時間」を安全に過ごせるよう関わってくださいました。子どもたちはしっかりと守られ、
保護者たちはその時間を安心して任せてきました。その営みには、事業全体の調整役のアド
バイザーさんたちの力が欠かせません。
私は、講習会の一人の講師として 10 年の活動を見守らせていただきました。東村山市という
地域の豊かさは会員さんたちとアドバイザーさんたちが着実に積み上げられてこられたものと
感じています。ファミサポの「これから」も楽しみにしています。

● 10 周年記念行事のお知らせ ●

汐見稔幸先生講演会

「こんな便利な制度があったんだ！

市民の皆さまも、
会員の皆さまも、ご参加を
お待ちしております♪

～ファミサポのこれまでとこれから～」
日 時 平成２６年９月６日（土）１３:３０ 開場
１３:４５～ 講演会 ／ １５:１５～ 会員交流会
※会員交流会はセンター会員のみが対象です

場 所 市民ステーション「サンパルネ」２階 コンベンションホール
入場料 無料

交流会には、歴代のアドバイザーなど懐かしい方々もお呼びしています。
講演会・会員交流会ともに、ご参加希望の方はセンターまでお申込みください。

～ ファミサポ１０年のあゆみ ～
みなさまと歩んだ
10 年間です！

会員数と依頼件数の推移（平成 16～25 年）
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私の家族はファミリー・サポート事業を利用して 10 年になりました。多くの提供会員さんのお世話
になり、息子は３ヶ月、娘は９ヶ月の時から保育園の送迎や学童のお迎えをお願いしてきました。
地域に、これだけ自分の子どもに密着した存在の方がいて下さることが心強く、子どもにとっては、
人生の中でいつまでも心に残る貴重な経験だと思っています。
親子の成長をいつも見守って頂き、子どもにたくさんの愛情を注いでもらっていることに感謝の気持
ちでいっぱいです。（Ｈさん／依頼会員歴 10 年）

子ども二人が中学生になり子育てが一段落した機会に、何かできることがあればと思い、ファミリー・
サポートの講習会に参加しました。活動を始めて 2 ヶ月程たちますが、その折々に、自分の子ども達
が、お預かりしたお子さんくらいに小さかった頃を思い起こします。娘も思い出すようで、「あの頃、私た
ちはこうだったよ」と、その頃の気持ちを話してくれるようになりました。
私自身の子育てを振り返ると、「叱って、せかして、求めてばかり」の十数年だったと思います。そのこ
とで、実は窮屈な思いをしていたんだと、娘に聞かされた時は落ちこみました。ですが、この活動を始め
なければ、そういうことを娘が感じていたことに気付くこともなかったのではと考えると、きっかけができたこ
とに感謝しています。
これからも、お預かりするお子さんの成長も見守りつつ、私の子どもたちが巣立つその時まで、一緒の
時間を大切に、共に成長していけたらと思います。（K さん／提供会員歴１年）

地域に知り合いがたくさんいて、外に出れば「おーい！S ちゃ～ん！」「あ、○○ちゃ～ん」と声を掛け
合い、手を振り合うことができる……、これは地域で暮らす私の理想のひとつです。ファミリー・サポート・
センターの提供会員になったのは、その機会をひとつずつでも増やすためでした。
その効果はばっちり。ママバックを担ぎ、赤ちゃんを抱っこして歩いているだけで、最近では声を掛け合
わなくなった人に声をかけられ、その度にファミサポの宣伝をして「赤ちゃんいいな」と羨ましがられます。
我が家でも○○ちゃんのお迎えの日は、家の中がとても平和です。その心地よさに虜になっている我
が家の面々（夫、長女 20 歳、次女 18 歳、三女 15 歳）は、可能な限り予定を合わせ、行ける
人みんなでお迎えに行きます。こんなことならもっとはやく登録しておけばよかったな。
（S さん／提供会員歴１年）

■フォローアップ研修会■

平成２５年度
活動報告

平成 25 年 7 月 19 日（金）10：00～12：00

21 名参加

「子どもの発達障害の理解とかかわり方」
（東村山市子育て相談員 恵良具子氏）
発達障害の中でも主に ADHD について学びました。
発達障害の特徴や育てている親の苦労なども含め、
理解を深めていく事が大切だと感じました。
お預かり中の気になる行動について
直接質問することができ、とても参考になりました。

■提供会員交流会■
平成 25 年 11 月 25 日（月）
10：00～12：00／13：00～15：00
14 名参加

■ステップアップ研修会■
平成 26 年１月 27 日（月）13：00～15：00
20 名参加

「ミトン人形講習会」
（保育と人形の会 会員 高麗純子氏）
図書館よみきかせボランティアの活動で
使用されているミトンくまをキットを
使って作成しました。同じ材料を使っても
みな表情の違うくまさんができあがりました。
和気あいあいとおしゃべりしながら
楽しいひと時を過ごしました。

「アサーティブ・トレーニング」講座
（アサーティブジャパン 中野満知子氏）
身近な人間関係において、自分も相手も
尊重しながらコミュニケーションする
「アサーティブネス」の考え方について
学びました。実際のお預かりや毎日の生活に
役立つ、聴く・話すスキルについて
具体例をあげながらとりくみました。

■第 12 回提供会員養成講習会■
平成 25 年 9 月 17 日～10 月 11 日

全 9 日間

新しい提供会員さんが 23 名誕生しました！

平成２６年度の養成講習会は
９月１７日（水）から始まります！
詳細は８月 1 日号の市報、ＨＵＧコミ 20 号、
またはファミサポのＨＰなどをご確認ください。

援助活動状況（平成 25 年度）
その他の一時預かり
３４２件

子どもの習い事の
援助 ２４３件
学校・児童クラブの
迎え（預かり含む）
１３９１件
学校・児童クラブの送り
（預かり含む） ３１７件

5% 7% 15%
30%

合計
4,635件

7%

保育所・幼稚園の送り
（預かり含む） ６９１件
保育所・幼稚園の迎え
（預かり含む） １６５１件

36%

提供会員さんへのお知らせ

これからの
定例会
交流会

８月 お休み

１２月５日（金）定例会

９月６日（土）交流会
10 周年記念イベント ※表紙参照

１月

１０月６日（月）定例会

２月５日（木）定例会

１１月５日（水）定例会

３月５日（木）定例会

ステップアップ講習会
「リスクマネジメント」

※ 定例会はいずれも 10:00～11:30、東村山地域福祉センター（1F 地域活動室または 2F ころころの森）にて開催します
※ １月のステップアップ講習会は、追ってＨＰや定例会でお知らせし、改めて参加申し込みを受け付けます

＊提供会員更新時期となりました＊
平成２３年度に提供会員になられた方の更新手続きを行います。対象となられる方には書類を送付
しますので提出をお願いします。更新届の提出がない方は、退会扱いとなりますのでご注意ください。
今回更新のない方は、現況届の提出をお願いします。

会員さんへのお知らせ＆お約束事項
＜提供会員さんへ＞
１. お子さんをお預かりするにあたり、提供会員さんには胸部レントゲン検査のご協力をいただいております。
２．「援助活動報告書」は、翌月 5 日（定例会でも可）までに提出をお願いします。
３．活動の中で知り得た会員さんの個人情報（ご家庭の状況やサポートの内容も含む）の取り扱いについては、
くれぐれもご注意ください。
※「ころころの森」においでの際は、会員証をご提示ください。お忘れの時は記名が必要です。

＜依頼会員さんへ＞
１．ご依頼の際は、会員番号、依頼会員名、お子さんの名前、依頼日・時間、依頼内容、預かる場所、
送迎場所等をお知らせください。
２．住所や電話番号の変更、お子さんの卒園・入学に伴う送迎場所の変更等ありましたら、ご連絡ください。
３．活動終了後、その場で報酬の受け渡しを行ってください。印鑑を忘れずにお持ちください。

★ファミサポのホームページです★
定例会・研修会・講習会などの
日程も掲載していきます。
お気軽にのぞいてみてください♪
↓↓↓

http://h-famisapo.npohug.com

