西東京市ファミリー･サポート･センター

2012.２

まだまだ寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
西東京市ファミリー・サポート・センターは、平成 23 年 9 月で、事業開始から 10 年が経ちました。
開所当時、ほとんど知られていなかったファミリー・サポート・センター事業でしたが、サポート会員
の皆さんのお力を借りながら、少しずつ会員数・活動の幅を広げ、今日を迎えています。
会員の皆様のご協力があってのファミリー・サポート・センターです。ありがとうございます。
これからも安全と安心を第一に、会員の皆様と一緒に、よりよい事業を目指していきたいと思ってお
りますので、よろしくお願いいたします。

ファミサポ 10 周年記念行事
会員交流会

平成 23 年 11 月 27 日（日）西東京市民会館にて西東京市社会福祉協議会が主催するふれあいまつ
りとの同時開催で、人形劇を行いました。当日はたくさんの方にお越しいただき感謝いたします。
人形劇赤ずきんでは、赤ずきんちゃんの後ろに
オオカミが現れると、子ども達はどきどきした様子で
人形劇の世界に引き込まれていました。
当日は市民会館の各階で、いろいろな催し物があり、
人形劇を見た後も魚釣りゲームや昔遊びで楽しんでい
ました。

←会場出口では西東京市社会福祉協議会のマスコット
【福しんごうくん】がお見送りをしてくれました。

サポート会員ステップアップ講習会報告
平成 23 年 12 月 7 日（水）西東京市の保健師さんより西東京市の子育て事情についてのお話や、
グループワークが行われました。当日は 26 名のサポート会員の参加があり、事例を通して活動中困っ
たことや嬉しかったことなどについて、活発な話し合いが行われました。
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～ファミリー・サポート・センター
＊平成 13 年 9 月

10 年の歩み～

ファミリー・サポート・センター事業開始
サポート会員 47 名・ファミリー会員 93 名

＊平成 17 年

依頼活動時間の延長（7:00～21:00→6:00～23:00）

＊平成 18 年

ファミリー会員からサポート会員へ直接依頼になる
当日依頼が出来るようになる

＊平成 21 年

サポート会員更新手続きが毎年から 2 年ごとの更新になる
依頼内容の変更のための事前顔合わせは確認活動とし、有料となる
複数のお子さんの預かりが、所定の条件を満たした場合のみ可能となる

＊平成 23 年 9 月

おかげさまで開所して１０年を迎えました!!!

サポート会員さんの声
私がサポート講習会の修了証を頂いた日は、

サポート会員になり 10 年になりました。

高校受験真っ只中の娘の誕生日でした。

最初は不安でいっぱいでしたが一緒に歌を歌ったり

あの日から 10 年。沢山のファミリーさんとお会

散歩したり、お子さん達の笑顔と元気を沢山頂き、

いして、１日のうちのほんの数時間ですが、お母さ

活動が楽しみになりました。毎回緊張と喜びの日々

ん代わりになれたことをとても幸せに思います。

でしたが、880 回以上、1,200 時間を越える活動を

玄関で離れる時の少し不安な表情のお母さんと

させて頂きました。当時 3 才だった K ちゃんも今で

お子さん。サポート中どんなに楽しそうでも、お母

は中学生になり道で会うと「こんにちは！」と声を

さんの顔を見ると甘えん坊の顔に戻るお子さん達。

かけてくれます。大きく成長された姿を見て我が子

みんな自然でいいなぁと、毎回温かい気持ちになり

の様にうれしいです。旅行先から絵ハガキをくれる

ます。

子、運動会に誘ってくれる子、入学式や卒業式の帰

成人してすぐサポート会員になった娘も結婚し、

りに我が家に寄って晴れ姿を見せてくれる子等々、

仕事をもちながらも頑張って活動しています。

地域に沢山の輪が広がりました。この 10 年間の活動

先日は保育園に通うお子さんに「私もサポートの

は私の財産になりました。

お仕事をするぅ!」と嬉しい言葉をもらいました。

昨年我が家にも初孫が誕生!この経験を生かして

繋がっていくっていいですね。

ママの手伝いをしたいと思っています。安心して活

社協の皆様、ファミリーさん、地域の方、家族の

動ができたのはファミリー会員の皆様のお心遣い

協力に感謝です。これからも、子育てのお手伝い

と、いつも影で支えてくださるアドバイザーの方々

させて下さいね。

のおかげです。ありがとうございました。
阿部さん
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渡辺さん

会員交流会
サポート会員交流会
開設したばかりのファミリー・サポート・セン
ターのこれからについて、盛んな意見交換を
行いました。サポート会員の沢山の温い思い
とともに、本格的に始動し始めました。
平成 14 年 1 月

～今までに開催した交流会の一部をご紹介します～
コアラひろば
サポート会員さんにも協力を得て、各地
域の児童館にて、月に１回サポート会員と
ファミリー会員の交流会を行いました。希望
者には顔合わせの紹介もしました。
平成 15 年～平成 16 年
平成 19 年 リース作り

平成 20 年ヨガ体験教室

平成 21 年親子ヨガ体験

平成 21 年ダンボールシアター

サポート会員養成講習会

平成 22 年アロマハンドマッサージ

サポート会員ステップアップ講習会
（年に１回～2 回行われています）

（年に 2 回 6 月と 10 月に行われています）

・子どもを預かる心構え
・子どもの心の発達と関わり
・子どもの遊び
・子どもを安全に預かるために
・西東京市の子育て支援
その他

・障がいを持った子どもの預かり
・妊産婦へのサポート
・わらべ歌
・家庭保育について
・メンタルケアー
その他
救命救急講座

ファミリー会員さんの声
サポート会員の方もとてもあたたかい方達ばかりで、息子も心地よく過ごせたようで、私も安心して預けること
ができました。地元も原発の心配はまだまだありますが、町の混乱も半年でだいぶ落ちつき、震災前とほとんど変
わりなく過ごせています。またご縁がありましたら、西東京市にお邪魔させていただきます。短かい間でしたがあ
りがとうございました。

福島より一時避難者 Ｋ．Ｊさん お手紙より抜粋

子どもが生後半年からファミリーサポートを利用し

娘が 3 ヶ月の頃から、私が自宅でピアノ教室を開い

ています。今まで数名のサポートさんにお願いしまし

ている間、隣室でサポート会員さん２人に交替でお世

たが、皆さん快く預かって下さいました。時には公園

話になっています。１対１でじっくり相手をして頂く

に連れ出して下さったり、子育てのアドバイスも頂き

時間は貴重で、預かって頂くだけでなく、先輩母に育

ました。サポートの皆様に感謝し、今まで助けて頂い

児そのものを見守って頂いているような安心感があり

た分もお役に立ちたいと思い、現在私は講習を受け、

ます。仕事柄、半日は子どもと過ごす時間を大切にで

サポート会員になりました。まだまだファミリー会員

きることもあり、保育園に預けず今のペースを選択し

としての利用が多いですが、今後活動できたらと思い

てきました。信頼できる方々に出会えたことを感謝し

ます。

ています。

西東京市のファミリーサポートも 10 周年と伺いま

２歳になった娘は、今日も玄関で三輪車にまたがっ

した。スタッフの皆様のお陰です。今後とも、この温

てサポート会員さんの到着を待ちわびています。

かい活動が続いていくよう願っています。 A．Ａさん
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渡邊さん

依頼件数の多い活動

平成２3 年度活動件数
（平成 23.4.1～平成 23.12.31）

３８４１件

会員数

①

保育園・幼稚園の送迎及び預り

１０９７件

②

学童のお迎え及び預かり

８９２件

③

習い事の送迎

３２５件

（平成 23.12.31 現在）

ファミリー会員
サポート会員

１９５９名

１７００名
２５９名

① 西東京市と災害時の対応について話し合いました。同封の災害マニュアルをご覧ください。
緊急時には会員同士連絡をとる努力をしてください。
②保育園との連絡に関しては、ファミリー会員が直接行ってください。
サポート会員が保育園からの連絡を聞き、保護者の方に伝えることはしないでください。
③サポート会員の活動報告書提出方法は以下の通りです。期日厳守でお願いいたします。
・センター事務局・・・来所して提出か郵送。翌月 5 日まで。
・ボランティア･市民活動センター(田無総合福祉センター１階)・・・来所して提出。翌月２日まで。
④活動は、お互いに安全に配慮して行いましょう。特に活動中は子どもから目を離さないでください。
安全が確保できない依頼は、お受けできない場合もあります。まずは事務局にご相談ください。
西東京市ファミリー・サポート・センターにおける子どもの事故報告（２件）
・保育園からファミリー宅への送迎の時、散歩中の犬に近づき太ももを軽くかまれた。（平成 18 年）
・預かりの時、子どもが転びくちびるを切った。（平成 20 年）

事務局開所時間外の
事故など緊急の場合の連絡先
西東京市役所の夜間受付（守衛室）
Tel042-464-1311
↓
西東京市社会福祉協議会事務局長
↓
西東京市社会福祉協議会地域福祉課長
↓
アドバイザー

～ファミリー・サポート・センターの
HP があります～
必要書類が、ホームページでプリントアウトできます。
西東京市ファミリー・サポート・センターホームページ
http://www.n-csw.or.jp/guide/fami.html

～センター事務局より～

東日本大震災から 1 年が経とうとしています。西東京市に避難されている皆様には、心よりお見舞い申しあげ

ます。会員の皆さまにはご心配やご迷惑をお掛けしたこともありましたが、改めて、地域の結びつきの大切さを
考えさせられる年になりました。ファミリー・サポート・センターも地域の皆様と共に子育ての協力者となって
いきたいと思います。平成 24 年度もよろしくお願いいたします。
渡辺・齋藤・武山
･～･～･～･～･～･～･～･～･～･～･～･～･～･～～･～･～･～･～･～･～･～･～･～･～･～･～･～･～･～･～･～･～・
社会福祉法人 西東京市社会福祉協議会 西東京市ファミリー・サポート・センター事務局
〒202-0013 東京都西東京市中町 1-6-8 保谷東分庁舎内 Tel:042(438)4121/Fax:042(438)3772
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