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援助活動ついて
活動報告書の提出は、翌日 15 日まで
です。援助活動の予定が決まったら、
依頼会員、援助会員両方から連絡をお

警報等の活動中止
について
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対象になりません。
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市を出た地点から目的地到着するまで
の移動時間も報酬が発生します。また、
活動後も向日市に帰ってくるまでの時
間は報酬が発生します。

これまで向日市に『暴風警

＊車で移動の場合、市内は一律 100 円、

5 年更新について

報』『暴風大雨警報』が発
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令された場合のみ、援助活

依頼会員、援助会員ともに５年毎の更

動中止でした。加えて災害

新手続きが必要です。

発生が予想され、『特別警

手紙が届きましたらセンターに連絡

報』『避難勧告』『避難指

し更新手続きをお願いします。また、

示』が発令された場合も援

引っ越しや、第 2 子の誕生など登録

助活動は中止です。（当日

内容に変更があれば必ずセンターま

キャンセル料は無し）

でご連絡ください。

市外は 5km 毎にセンターで判断し、
車代を加算させていただきます。
＊援助活動は、依頼された活動時間から
活動報告まで報酬が発生します。ご不
明な点は、センターまでお問い
合わせください。

平成 30 年度がスタートし 4 月から 9 月までに、依頼会員は 53 人、援助会員は 13 人、両方
会員は 3 人の方が新たに会員登録されました。新しく 37 件の顔合わせをし、いろいろな地域での
援助活動が始まっています。依頼会員親子と援助会員が出会い、信頼関係を築きながら絆が深まれ
ばいいなと思います。そして子育て支援の輪がどんどん広がっていくことを願います。

災害は、いつどこで、どんな状況
で起こるかわかりません。援助活動

防災バック

□貴重品類
□常備薬、救急セット

顔も体格もそっくりで活

3 番目女の子を出産されたばかりのお母さん

発な双子さん。思いがい

の代わりに 6 歳の女の子の幼稚園と 2 歳の男の

中に起こる可能性もあります。先ず

□健康保険証類

人命を守ることを第一に考えてくだ

□生活用品（懐中電灯、マスク、軍手、ライター、雨具、乾電池、

っぱいでそれぞれ興味を

子の保育園に援助会員さん

さい。安全を確保してからご家族と

簡易トイレ、給水袋、除菌シート、レジャーシート、救急用笛、

持った所に走って行って

がお迎えに。女の子は車中、

連絡をとりましょう。

スリッパ、防寒用保温シートなど）

しまいます。

赤ちゃん誕生のことを嬉し

普段から自宅を安全な環境に整え

□食料品（飲料水、非常食）

□情報収集できるもの（携帯電話、ラジオ、非常用充電器など）

ることと併せて、地域の避難場所、

保育園のお迎え後、公園に寄り道しブランコに乗

子ども用お出かけバック

避難経路など確認しておきま

そうに話してくれました。

お母さんと援助会員さんで一人ずつおつきあい。

着替え、タオル、

しょう。防災バックの準備も

子ども用食料（ミルク用品・離乳食・おやつ）、

しておきましょう。

紙おむつ、おしりふき、抱っこひも、おもちゃなど

ったり、ダンゴ虫を追いかけながらお家にたどり
着きました。

が保育園に子どもたちを迎えに行き、依頼会員宅

市外の小学校までお迎え、阪急電車に乗って
援助会員さんと一緒に帰りました。電車の中

害が広がっています。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。ファミサポの事務所も台風 21 号の

に帰って両親の帰りを待ちました。初回のみ、二
人の援助会員さんが同行。
最初は、少しとまどい気味

では、学校の話をたくさんし
今年は地震をはじめ集中豪雨、猛暑、台風と度重なる自然の猛威が全国各地を襲い、かつてない大きな被

お母さんの新しいお仕事に伴い、援助会員さん

でしたが、おしゃべりを

てくれました。

しながらしっかり手をつない

この日は終業式、先生からの

激しい突風でガラスが割れる被害を受け、自然の脅威を目の当たりにしました。まだまだ復旧作業をされて

ごほうびのメダルをうれしそ

いるところもあります。こんな時だからこそ地域で助け合い協力しあってみんなで元気な向日市になれるよ

うに何度もながめていました。

で帰りました。

うにしていきたいと思います。
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＊活動件数（4 月～9 月末まで）

426 件

＊活動件数ベスト 4
援助会員

両方会員

162 人

34 人
依頼会員
523 人

1 学童保育の迎え及び習い事への送り
・依頼会員
2 学童保育の送り
・援助会員
3 保育所・幼稚園の送り
・両方会員
4 保護者の短時間・臨時就労の場合の援助

67 件
64 件
56 件
52 件
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前期をふりかえって
子育てサポーター
養成講座

6 月に 6 日間の予定で養成講座を開催しました。18 日には大阪北部地震が起こり、予定していた講座
を取りやめましたが、全 5 日間としてのべ 31 人の参加がありました。16 人の方が全講座受講され援助
会員として登録。新たな仲間が増えました。直前の広報むこうの特集記事掲載で多くの方がファミサポ

すこやか講座
無償保育ボランティア
子育てセンター主催の「すこやか講座」は、お子さんと離れて受講されるおかあさんにとっての学びや
癒しの場であり、保育の希望も多いです。援助会員さん達が無償保育ボランティアとして毎回、お子さん
とともに過ごしてくださっています。昨今の幼稚園の早期入園や、プレ保育、また働くおかあさんが増え
たことで保育所入所児も増え、最近では子育てセンターを利用される親子さんも低年齢化しています。

の存在を知り受講につながったようです。
今、全国でファミリーサポートセンターは 867 か所（H29 交付申請ベース）ほどあります。運営はそ
れぞれの自治体に任されていますが、援助会員に対する講習の実施は厚生労働省から「9 項目 24 時間」

1 歳からの保育受け入れのすこやか講座も、以前のように入園前の 2～3 歳のお子さんは
ぐっと減り、1 歳児さんがたいへん多くなっています。

という一定の基準が示されています。
向日市では例年 12 時間から 15 時間を目安に講座
時間は少ないものの、市内の子育てをめぐる状況に応じた
内容を熟慮して講師依頼をし、実施しています。
子育て支援に関わる誰もが興味をもって受講できる
内容です。現会員の方も、ぜひご参加ください。

ちょうどおかあさんを求めて泣く時期…ですが、援助会員さんは慣れたもの。
根気よくおつきあいして、あくびが出たら「眠くなったかな？」涙がいっぱい出たら
「のどが渇いたかな？」と気を配りながら、その子その子のペースに合わせての見守り。
泣き止む頃合いを察知しておもちゃを差し出し、お子さんの気がおもちゃに向かえば
しめたもの。別れ際に泣く子もいれば中盤で泣き出す子もいます。タイミング悪くお迎
え前に涙が出る子もいますが、いつもたくさんの大人のまなざしに守られています。
おかあさん、安心してくださいね。

6 月には全会員対象の「うたって・わらって・ふれあいあそび！」を開催。
音楽に乗って歌って、笑って、笑顔と笑顔がいっぱいつながりました。
9 月には援助会員対象の「からだほぐしてリフレッシュ！」を開催。二人組
になって体をほぐし合いリフレッシュ。交流の時間は気持ちもほぐれ、日々の

子育てセンター利用親子さんとファミリーサポートセンターの援助会員さんが

うたサークル

様々な思いを話題におしゃべりに花が咲きました。

6 回の練習を経て 12 月のクリスマス会で合唱の発表を目指します！
ただ今、各パートに分かれて猛練習中♪ナビゲーターはおなじみ
向日市在住シンガーソングライターの松井けいこさん。

ファミサポ
交流会

楽しく集中したレッスンで美しいハーモニーが響いています。
レッスン中、お子さんは同室でスタッフと遊んでいます。
大人の歌声を子守唄にすやすやと眠ってしまう姿もあり、心地良
さそうに眠りにつく様子はそばにいるみんなを幸せにしてくれます。
また来月、一緒に歌おうね～♪

フォローアップ
講座

昨年度の心肺蘇生は養成講座に組み込んだ１回の講座でしたが、今年度は
養成講座とフォローアップ講座の 2 回機会を持ちました。

平成３０年度

後期の予定

心肺蘇生法はグループになって役割を決め、モデル人形を使い緊急の場面
を想定したロールプレイを行いました。また、今夏の猛暑のさなかで健やか
に心身を保つため心がけたいことを日赤の講師お２人から教えていただき

12 月 5 日 （水） 午前

昨年度、厚生労働省のファミリーサポートセンター実施要項に援助会員の
救急救命講習が義務付けられました。今後も繰り返し学んでいただけるよう
に、少しでも機会を持ちたいと考えています。援助会員の中には、必要性を
感じて何度も受講されている方もいます。前回の受講から年数が経っている
方は、ぜひ受講をお願いします。

クリスマス会のためのプレゼント作り

11 日（火） 午前

ました。

12 月 12 日 （水） 午前

第６回うたサークル

12 月 21 日 （金） 終日

親子で楽しむクリスマス会（子育てセンター共催）

1月

8 日（火） 午前
9 日（水） 午前

新春獅子舞（子育てセンター共催）

1 月 23 日（水） 午前

ふぁみさぽ体験「ちょこっと列車」

2 月 8 日（金） 午前

すこやか講座無償保育ボランティア

2 月 26 日（火） 午前

新 1 年生おめでとうカード作り

午前
午前

