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寒い日が続きますが、いかがお過ごしですか。

さて今年度は、地区リーダーさん主催の交流会を開催する

ことになり、準備の方も着々と進めていただいております。

会員の方だけでなく、市民の方でしたらどなたでもご参加

いただけます。

お子さんも一緒に楽しめる企画もご用意してありますので、

ご近所お友だちお誘いあわせの上、ぜひご来場くださいっ

角

十二伊
摩  ′

77ミ守ポ策驚会
参加申込みは、センターヘ…Te1 589-7616

日時 :平成 19年 3月 28

場所 :日野市民会館

○第 1部 交 流会

① 第 2部 「けん玉ショー」tAMll:30～
テレビでもご活躍 されている

日野市在住の 「けん玉」チャンピオィ

伊藤佑介氏によるパフォーマンス

日(水) AM10:00-12こ 00

2階  展 示室

奏流念傘伽膚0有 をヘ

お試し保育(無料)

① ファミサポを利用 した事ないけど、どんな人がサポ
ー トしてくれるのかしら?

〇 ちょつと預けてみたいけど…・

そんな方のために交流会時にお試 し保育があります。

対象児 6ヶ 月～未就学児

時間   AM10:00～ 11:30

場所  日 野市民会館 集 会室

定員  10名 晩 着圃 |

保育申込みはセンターまで 586-7616

ボラン子ィ″事揺

交流会の当日、お手伝

いをしてくださる方はセ

ンターまでご連絡くださ

い。(保育、受付等をお

願いできる方)

お待ちしていまする



徹額会負きたの

声

今回は依頼会員さんにファミサポのアンケー トにご協力いただきました。

77ミ ヤポを利問してよaBったここ

◎学重クラプヘのお迎えをお願いしました。大変困つている時に丁度農い方を紹介していただいて助

かります。

③ベテランの方で安心してお願いできました。

◎冑児疲れを解消することができました。

◎ご近所の方にお世話になるだけではなく、温かい励ましや喬児のアド/ イヽスをいただけた。

◎きちんとやつて<ださるので有難いことです。

◎親身になつて保畜をじていただいた。

◎若い方なので、何かと新しいことを教えていただけたり、気持ちも和みます。        ゛

◎新ししヽ風が家庭の中に吹き込むような感じ。閉塞感が薄らぎます。

③家事を助けていただけることで、週末を家事のみに取られず有意義ほ過ごせるようになつた。

◎里帰り出産しなかつたため、産後すぐからフアミサポにお世話になつています。子喬てのアドバイ

スもしてしヽただいたのでとてもよかった。

77ミ ヤポを利用してよくむかったここ

○はじめに電話で協力を依頼してから活動していただくまでに10日ほ亡かかつた。

O提 供会員の都含でキャンセルになつた時は困りました。

○事前打ち合わせ時に、活動内容が上手<伝わらなかつたのか、出来ていない依頼内容があつた時、

提供会員さんには直接言いづらかった。

○時間や日にちを回度か間違われたことがあった。

①家の中や親子関係、畜児状況がわかつてしまう。

提供会員されに―言

☆これからもお世話になると思います。子どもも楽しみにしているので、よろしくお願いします。

☆とても助かります。今後とも是非お願いしたいと思つております。

☆とても助けていただきました。今は二段落していますが、また、困つた時にお願いできる方がいる

と思うととても安心して過ごすことが出来ます。ありがとうございました。

☆出産するまでは、なかなか地域の方々との交流の時間が持てなかつたのですが、ファミサポにお世

話になるようになつて皆さんに励まされ、支援していただきながら、子どもの成長を見守ることが

出来ることを本当に幸せに思います。これもみなさま提供会員の方々のおかげです。ありがとうご

ざいました。

☆感謝の一言です。

☆お子様がいらっしゃるので、無理な時|ま時間変更を申し出ていただき、長いお付き含いにしていた

だく事を願います。

☆いつも貴重なお時間を活動にあてていただきありがとうございます。これからもよろしくお願い

いたします。                                      ′



☆現在は保膏園のお迎えをお願いしています。子どもほとてもなつき、私が行っても「帰りたくない,

」と言うほどです。延長保育をしていない国のため、お迎えの時間にP88に合わない躍国にお願い

していますが、本当に助かつています。

☆誠実で丁寧な対応のなかに、時々ドキッとする一言があつたりして、それが後になつてみると、

とても役に立ったりして、深いお人柄の方と接することができて、親子とも成長しています。

ご協力いただきました依頼会員のみなさまありがとうございました。

1月 15日号の広報でもお知らせしましたように、保育講習会の日程が決まり

ました。

8ポイント以上で保育のサポー トができますが、10ポイントにまだ、達して

いない方も、ぜひご受講ください。

また、2月 9日 (金)の 講習のプログラムが一部変更になっておりますので、

ご確認ください。

会場は多摩平の森 ふ れあい館 3階 集 会室6  §

申し込みは、1月 26日 (金)までにセンターヘ…口L589-7616

平成18年度第3回日野市ファミリー・サポート・センター保育議習プログラム

ポイント 必須科目 講 師 日 時 間

1

1 日 野市の子育て支援について
手ども家庭支援センター長

辻 正信氏

2/駅月)

13:30～ 14:30

2

相互援助活動について
NPO事 務局長・アドバイザー

土屋和手

14:30～ 16:00

参加者交流会 16:00～ 16:30

V

4 子 どもの世話(乳幼児)
もぐき台保育園者譲師

清水原子氏
2/3(電苫)

13:30～ 15:00

1

せ

3 保 育の心
ひらやま保育田園長

金子仁枝氏
15:00～ 16:30

2 5詭翻樹総塾
日野消防署

栄別途テキスト代等 1,400円
2/13(火) 13:30-18:30

2 6 子 どもの発達と病気 小児科医 須賓康正氏 2/15(】卜) 13:30～ 15:30

1 7 Fiあ協協群
い1こくと`イとども たかはた保育園園長

柿田雅子氏
2/19(月) 13:30～ 15:30

1 8 地 域でそだてる手育て支援
地域子ども家庭支援センター万願寺

副主幹 奥住恵子氏

2/23(資苫〕

13:30～ 14:45

1

9 私 の提供会長活動 提供会員 4ヽ:45-15:15

10 まとめtワークショップ
NPO事 務局長・7ドバイザー

土屋和子
15:15～ 16こ30

Xポ イント数のわからない方は事務局にお問合せください。



《十〒ゴ引L●gr―エン鞭 》

子どもにもペットにも環境にもやさしい

重曹 ・酢 ・石けん

を使つたお掃除方法の講座です。

☆ お申込みは、2月 21日 までに

センターヘ L539-7616

使用する基本材料と道具にあつたお掃除のポイントを教えてい

ただきます。講師の佐光紀子先生は、子育て時期に都内のファミ

リー ・サポー ト・センターの依頼会員でもあつたそうです。

みなさんもこの機会に安全で環境にやさしいお掃除方法を学ん

でみませんか?

日時

会場

講師

定員

保育

平成 19年 2月 28日 (水)2蠍 江10:00～12:00

多摩平の森ふれあい館 3階  集 会室5

佐光 紀 子 (さこう の りこ)氏

翻訳家 ・ナチュラルライフ研究家

36名

Gヶ 月以上のお子さん5名程度

V

【センターからのお願い】
○個人情報保護のため、活動報告書はご郵送かセンターまでご持参くださいます

ようお願い致します。

①活動報告書は5日 までにセンターヘご提出ください

ァドバィザ上 山 口 克 代さんが

1月いつぱいで退職されます。

人に会 うことの多い魅力ある職場だと思いま

す。活動を通して良い関係をつくられた話を伺う

と胸が膨らんで幸福な気分になりました。

1月末で退職いたします。たくさんの幸せをあ

りがとうございました。

新アドバイザー紹介

竹内 直 美 (たけのうち な おみ)さ ん

たくさんの方との出会いを大切に、仕事

をしていきたいと思つております。

よろしくお願いいたします。

日野市ファミリー・サポー ト・センター

T191--0062     Tel・ Fax 042‐589・7616

日野市多摩平2-9・ 多摩平の森ふれあい館 2階

月～金および第 1土曜日 劇 9:00～ PM17:00

受託/WO法 人 市 民サポートセンター日野

《本の紹介》

地域の塾長たちが辿りついた結論 !

『子どもが 10歳 になるまでに、

親ほヨレさえすればよい』

著者 学 校外教育研究会

編者 早 川 裕 子氏

発行 (株)教 育史料出版会

定価 1,600円


