
ファミサポ養成講座・会員交流会 2023年2月17日(金）

場 所 ： 多摩平の森ふれあい館 ３階 集会室６
主 催 ： 日野市ファミリー・サポート・センター 地区サポーター実行委員会

第1部 養成講座 13:00～14:40

多様な性、生き方を尊重しあえる社会に！
LGBTQ＋を入口に考える、多様な性って何だろう

講師 鈴木 茂義 氏 (上智大学基盤教育センター非常勤講師
LGBTQ＋と教育について考える虫めがねの会代表）

第2部 会員交流会 14:50～16：30

子どもと本を楽しむには！ ～図書館員による読み聞かせ講座～ １４:５０～１５:５０

赤ちゃんから小学生まで、様々な年齢に合った本の選び方、読み方を学ぼう♪
講師 日野市立多摩平図書館司書

交流タイム １５:５０～１６:３０ ★参加費：300円
コーヒーやお菓子を楽しみながら会員同士で交流しましょう
ふれあい館3階日野菜キッチン・カフェグリーンスタッフから「フェアトレードコーヒー」についてお話します

★申し込み ： ☎ 042-589-7616 へ 2月10日(金）までにお申し込みください
お子さんの保育を希望される方はご連絡ください（第１部養成講座のみ）

※新型コロナウィルスの影響で開催内容の変更や中止もあります
※感染対策を十分に行い、実施いたします

(仮称)子ども包括支援センター「みらいく」の開設に向けて
日野市子ども部子ども家庭支援センター

（仮称）子ども包括支援センター設置担当 主幹 熊澤 修

日野市ファミリー・サポート・センターの皆様におかれましては、永年に亘って地域の助け合いを支えていただき心から
感謝申し上げます。
さて、子育てをめぐる環境は、核家族化の進展、親などの支援を得られない家庭の増加などに加え、コロナ禍によりこ

の数年で大きく変化してきているのではないでしょうか。
こうした環境の変化の影響を直接的・間接的に受け、 日野市における児童虐待相談件数は、令和元年度は 290 件

令和２年度は378件、 令和３年度は731件と急激に増加しています。 このように増え続ける児童虐待を未然に防ぎ、
発生した場合は早期対応できる体制を整えるため、市では（仮称）子ども包括支援センター基本計画を策定しました。
この計画に基づき、 令和3年度に子ども家庭支援センターと健康課の母子保健部門を組織統合することで 「すべて
の子どもの健やかな成長を切れ目なく支援する」体制を整えたところです。
現在は、 組織を場所的にも統合するため、 また 「子どもなんでも相談事業」や 「子育てひろば事業」 などの新たな

事業に取り組むため、市役所本庁舎の隣に(仮称）子ども包括支援センター「みらいく」を令和5年度末のオープンを目
指して建設している最中です。
このセンターのオープンを契機に、これまで以上に地域ぐるみで子育てを支援する環境を整え、地域に支えられて子育
てをした人が今度は支えてあげる立場になる、いわゆる子育てを継承できるまちを目指してまいります。
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どなたでも
参加できます♪

ファミサポからのお願い
☆登録内容が変わったらお知らせください

会員の皆様の登録は自動的に継続されています。
登録内容が変更になった方は、ファミサポたまだいら
事務局までご連絡ください。(☎ 042-589-7616)
※なお、退会をご希望の方もお知らせください。

一度退会されてもいつでも再入会できます。

提供会員さんへ
活動報告書は必ず翌月5日までにご提出ください。

依頼会員さんへ
依頼内容に変更などが生じたときは、改めて事前打
ち合わせ、確認活動を行う必要があります。
必ず事務局へ連絡ください。
また、 活動が終了した際も、提供会員さんと事務局へ
連絡をお願いします。

会員種別人数
(2022年8月1日現在)

依頼会員 6,378名
提供会員 667名
両方会員 192名

合計 7,237名

保育援助・事前打ち合わせ件数 257件
保育活動総数 4,685件

家事・妊産婦・高齢者援助・事前打ち合わせ件数 78件
家事活動総数 2,396件

☆メールの利用方法
・事務局からのお知らせなどの発信
・活動日時や日程変更などの報告
・各種問い合わせ

今後は、依頼のご相談などに利用していきたいと考えています。

<登録方法>
会員氏名、電話番号、お使いのメールアドレスを下記の
アドレスに送信、または右記QRコードを読み取ってください。

ファミサポメールにアドレスの登録をお願いします

2022年度 地区サポーター紹介
私たちは会員の皆様とファミサポをつなぐ
役割をしています。困ったときはお互い様!
支援の輪を広げていきましょう♪

ファミサポたまだいら ☎ 042-589-7616

松埜紀子 田島香苗 古澤翼 城山ヒデミ 白神孝代
室園理香子 土屋和子 増井乙女 岡部ほなみ

★ 引き続き感染対策（検温、マスク着用、手指消毒）
を行って頂き、安全に活動していきましょう。

★ 活動に不安なことなどありましたら、アドバイザー
にご相談ください。

★ 新型コロナウィルスが原因での活動中止の場合、
キャンセル料は発生しません。

ファミサポたかはた ☎ 042-599-7616
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アドバイザー紹介

コロナ禍の活動について

小柴紫乃・佐野村智恵 中村美緒・櫛部浅子
(三沢中・三中) (一中・大坂上中)

中村啓子・青木洋子 松永彰子・小清水真理子
（二中・四中） （七生中・平山中）

2022年度 第２回
地区サポーターおしゃべり交流会

提供会員さん同士、話したいこと、
聞いてみたいこと、たくさんお話し
しましょう。お気軽にお越しください。
仲間ができて、活動が楽しくなりますよ♪

日時 ：2023年2月24日(金) 10:00～11:30
場所 ：多摩平の森ふれあい館2階 集会室２
申込 ：ファミリー・サポート・センターたまだいら
TEL ：042-589-7616

前回はイラスト
レーターの提供
会員さんから
「かんたんお絵
描き」で、ネコ
の描き方を習
いました。

Nさん作

ファミサポホームページ随時更新中！

毎月1～5日はファミサポ「お福分け」day

皆様、フードバンクをご存じでしょうか。
フードバンク活動とは、企業やご家庭においてまだ賞味期限はある
けれど、様々な理由により捨ててしまう食べ物を寄付していただき
その食品を必要としている方へ無償で提供する活動です。
ご家庭で、たくさん買ってしまい、今、余っている食品はありません
か。ファミサポでは、２２年１０月１日からこのような品物（お福）を
会員さんから寄付していただき、フードバンクにお届けする活動、
ファミサポ「お福分け」dayを始めます。ぜひご協力をお願いします。
活動報告書の提出時に、一点でもよいので、常温保存でき、賞味
期限内の食品を、ファミサポ窓口に設置する「ファミサポお福分け
箱」までお持ちください。

cschfamisapo@gmail.com

2021年度活動状況 （グラフは保育活動状況）



Nさん
子育てが落ち着いたので、なにかできることはないかな？ お子さんと関わることがしたいと、ファミサポの講習会を受け
ました。 提供会員になってファミサポの活動の需要がとてもあることに気づき、日ごろから保育に興味があると言ってい
たKさんにファミサポ保育講習会を紹介しました。

Kさん
Nさんから、ファミサポのことを聞いていたのですが、なかなかタイミングが合わず、受講できませんでした。
今回やっと受講できて活動することになりました。保育講習の講座内容が自分の育児の参考にもなりました。
この間、はじめてファミサポの家事活動に入り、依頼会員がとても喜んでくれ、自分もうれしくなり、今後の活動の励
みになりました。

提供会員になるには
家事は、登録後、すぐに活動できます。
保育は、年2回開催の保育講習を受講後、活動できます。
一回の講習会ですべて受講できなくても何回かに分けて受講できます。
2022年度第2回保育講習会会場は高幡福祉支援センター2階です。
参加ご希望の方は、ファミサポたかはたまで、お申し込みください。
☎ 042-599-7616 お電話お待ちしています。

2022年度第2回保育講習会プログラム

友人のNさんに誘われて保育講習を受講し、提供会員になったKさん

２０２３年度から「ファミサポ会員スキルアップ講座」を開講します

みなさまご承知のように、日野市のファミリー・サポート・センターは保育・家事・妊産婦・高齢者の４つの活動を
行っています。現在、会員向け講習会は年2回の保育講習会と年１回の会員養成講座のみです。
最近、「ファミサポの活動なのに、保育だけ講習会があるの？ 家事も大変なんだけど・・・」という声をいただき
ます。過去には、家事支援の講習会（高齢者向けの食事作り）を実施したこともありましたが、最近は保育講習会
を中心に開催しています。
ここ数年、リモートワークなど働き方も変化し、活動依頼内容も多岐にわたってきました。
このような社会の変化をふまえ、来年度はみんなが楽しく学べる講座を増やし、 ファミサポの提供会員、依頼会員
が安心して活動していただく環境を作りたいと思います。
具体的には、保育講習会に加えて、 高齢者、 妊産婦、 家事支援に役立つ講座を検討します。
会員の皆様の「こんな講座を受けたい」などのご要望をお寄せください。
例えば 「簡単なおかずの作り方」「効率の良いお掃除の仕方」「特性のあるお子さんとの接し方」 など。
ご要望は cschfamisapo@gmail.com まで。 お待ちしています。

日野市ファミリー・サポート・センターでは保育援助だけでなく、全国でも珍しい家事

援助も行っています。「困ったときはお互いさま」を理念に活動を続けています。

「ありがとう」「どういたしまして」とつながる「ファミサポの輪」の相互援助活動が

世代を超えてつながっていくまち「日野」を、みんなでつくっていきましょう。

依頼会員さん！ いずれは提供会員さんになって活動してみませんか？
提供会員さん！ お友達やご家族を誘って、一緒にファミサポ活動の輪を広げていきましょう。

日野消防署より
感謝状を頂きました

ファミサポの保育講習会では、
毎回、大人と子どもの人形を
使って、万が一の時にも対応で
きるように、 AEDの使い方を
練習しています。
その救命救急講習の実績が評
価され表彰されました。

夫婦で提供会員になったことで活動がより楽しくなりました

Sさん（妻）
最初に私が提供会員として自宅でお子さんの保育と送迎の活動をして
いました。何度も保育しているうちに預かっているお子さんと夫が仲良く
なったので、夫に「提供会員になって活動したらどう？」と誘ってみました。
その後、夫も保育講習を受けて一緒に活動することになり、交代で送迎し
たり、悩み事を相談したりでき、夫婦で安心して楽しく活動ができました。

Sさん（夫）
妻から誘われてファミサポの提供会員になり、困っているお母さんのお手伝いができ、子どもの成長もみられて、
とても充実した時間が持てました。 男性の地域参加の機会が少ないので、ファミサポの講習会にぜひ参加
して、空いた時間に活動してみるとよいのではと思います。

今度は私の番です。 依頼会員から提供会員になりました

活動の手引きを使いやすく改定
安心して活動していただくために、事前訪問・事前打ち合わせを行っています。
ヒヤリハットの事例を生かして、事故が起こらないよう対策を立てています。

Ｍさん
第２子を出産後に体調がすぐれなかった時に、ファミサポの前身の日野市女性社会事業協会に家事の依
頼をしました。その時に、提供会員さんが、沐浴の手伝いや掃除や料理を一生懸命してくださったのが、と
てもありがたくて、いつか私も提供会員になりたいと思いました。
子どもが小学生になったのをきっかけに、ファミサポの保育講習を受講して、子どもの成長に合わせて、無
理なく自分のペースで活動してきました。
活動する気持ち・活動できる時間・活動出来る内容などが揃えば、初めの一歩を踏み出せます。
社会とつながるきっかけを頂いて感謝しています。

<インタビュー風景>
左から Kさん 、 Nさん 、 アドバイザー 、 Sさんご夫婦

提供会員になりませんか

日 時 内 容
ポイ
ント

講 師

11/4(金)

9:40～10:40 日野市の子育て支援
1

子ども家庭支援センター

10:45～12:00 相互援助活動 ファミサポチーフアドバイザー

13:30～15:00 保育の心
1

日野市立保育園園長

15:15～16:00 参加者交流会 ファミサポアドバイザー

11/8(火) 9:30～11:30 学童期の生活 1 日野市立児童館館長
エリアマネージャー

11/11(金) 13:30～15:30 発達に課題のある子どもの支援 1 日野市発達・教育支援センター

11/15(火) 9:00～12:00
安全・事故「普通救命講習・AED」
※1,500円(テキスト代他) 2 日野消防署

11/17(木) 13:30～15:30 子どもの発達と病気 2 須賀小児科院長 須賀康正氏

11/18(金)

9:30～11:00 地域で支える子育て
1

ファミサポ事務局長

11:00～11:30 事故防止に関する対策について ファミサポスーパーバイザー

13:00～15:30
私の提供会員活動

1
ファミサポ地区サポーター

ワークショップ・まとめ ファミサポアドバイザー

11月開講！
お待ちしています

現在活動している5人の提供会員さんに、ファミサポの提供会員になった経緯と感想などを
インタビューしました。いろいろなきっかけで活動を始めた会員さんの声です。
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