いるまファミリー・サポート・センターは、地域における人と人とのつながりを大切に 15 年間活動を
続けてきました。ファミサポは、有償ボランティアという形での子育て応援団です。
「できる時に、でき
ることを、できる範囲で」お手伝いしています。提供会員さんとのふれあいや言葉かけは、近年薄れつつ
ある人のぬくもりやあたたかさを伝え、親も子もちょっとした気持ちのゆとりにつながっているのでは
ないでしょうか。これからも皆様のご理解とご協力をいただきながら、お互いが安心・安全に活動ができ
るよう、センターもお手伝いさせていただきます。ファミサポを通して素敵なご縁を結びませんか？

実施済みの
事業です

のルールをもう一度確認してみましょう！
ファミサポを利用する方は年々増え、中には数年に渡り上の子から下の子へと、同じ提供会員さんが
ずっとサポートしてくださっているケースもあります。お子さんの成長と共に、依頼内容が変化してく
る場合もありますね。ファミサポでは、お子さんと提供会員さんの安全と安心を第一に活動するため、
また提供会員さんへの負担等を考慮して設けているルールがあります。ご理解ご協力をお願いします。

●お友達と一緒に
同じ塾へ送って！
●当日の依頼は
可能ですか？
→△ 事前打合せが済んでいる
提供会員さんのご都合がつけ
ば可能ですが、依頼は出来る
だけ早めにご相談ください。
引き受けていただいたら、必
ずセンターへご報告くださ
い。保険の関係で必要です。
（留守電に入れても OK）

→× 安全のために、
ファミサポは１対１
の活動です。別の家庭
のお子さんを、同時に
サポートすることは
できません。

●利用会員宅に来て
サポートしてほしい
→× 預かりは提供会員宅が基本です。
保護者の留守宅へお邪魔しての
サポート活動はできません。
産まれたばかりの赤ちゃんや
障がいをお持ちのお子さんなど、
特別な事情がある場合は
センターへご相談ください。

●送迎を頼んでいる方に、
今度は預かりを頼んでもいい？
→△ いつもお願いしている提供

●保育園や習い事先の
伝言や予定の確認を頼みたい
→× これはサポート活動外です。
先生にメモをお願いしたり、
連絡帳や電話、メールを活用して
保護者自身で行ってください。
お友達のお母さんに聞くなど、
横のつながりを作るのも
一つの方法ですね！

●謝礼は子どもに
持たせてもいい？
→× 謝礼はお礼の気持ちです。感
謝の言葉と共に、直接手渡しでお
願いします。送迎のみで会えない
活動の場合は、月末に利用会員さ
んから連絡し、日時をお約束して
から提供会員宅へ届けましょう。
当日キャンセル料も同様です。
報告書の提出期限に間に合う
よう、ご協力ください。

判断に迷ったら、何でもセ
ンターへご相談ください。
一緒に考えましょう！

会員さんにサポートしてもらえ
たら安心ですね。でも、ご自宅で
は活動できない提供会員さんも
いらっしゃいます。まずは、セン
ターにご相談ください。依頼内
容（日時や頻度）を伺い、
調整させていただきます。

●上の子は事前打合せしてない
けど、兄弟一緒に預けて大丈夫？
→× 兄弟でも顔合せなしにサポート

●市外への送迎
は可能ですか？
→× 当センターの基準
では、子どもと一緒に
いる時間のみ謝礼が発
生すること、またサポ
ート活動の安全面を考
え、市外への送迎はで
きません。

●習い事の月謝を
先生に渡してほしい
→ × それは できま
せん。お迎えの時に、
保護者から先生に直
接お渡しください。

をすることはできません。子どもも
いきなり預けられるのは不安です
ね。直接会って普段の様子を伺い、
子どもの動きを見ることは、安全な
サポート活動のために欠かせませ
ん。追加で兄弟もお願いしたい
●留守宅へ送迎してほしい
時は、まずセンターへご相談
ください。
→△ 小学３年生まではできま
せん。４年生以上の場合、基本的
に留守宅へのお迎えは可能です
が、留守宅へ送り届けることはで
♡
♡
きません。子どもの安全・安心が
第一の活動なので、ご理解をお願
いします。特別な事情がある場合
はセンターにご相談ください。

●病気の時は利用できるの？

●家事支援を
お願いできますか？

→× ファミサポでは病気のお子さん
のお預かりはできません。お熱のある
お子さんを、保育施設にお迎えに行く
こともできません。通常利用している
お子さんで、病気の回復期の短時間の
サポートは、提供会員さんの都合がつ
けばできる場合もあります。まずは、
センターにご相談ください。
入間市では、武蔵藤沢めぐみ保育園
で、病後児保育を行っています。
＜ 病 後 児 保 育 施 設 HUG ♡ は ぐ ＞

→× ファ ミサポ で は
できません。産前産後の
場合は、入間市の「産前
産後ヘルパー派遣事業」
をご利用ください。
まずは「いるティーきっ
ず」に相談してね！
＜いるティーきっず とよおか＞
☎04-2964-1111 内線 2341･2342

武蔵藤沢めぐみ保育園 ☎04-2941-2583

入間市子育て緊急サポート事業が始まりました
入間市では、平成 30 年 11 月より、病児・病後児の
預かり、宿泊を伴う預かり、急を要する預かりに対応するために、
「子育て緊
急サポート事業（緊サポ）
」が始まりました。NPO 法人病児保育を作る会に
運営を委託している事業です。出来れば利用しなくて済むのが一番ですが、
「もしもの時に頼める！」と思うだけでも安心ですね♡
詳しくは、入間市のホームページ、または緊急サポート
センター埼玉のホームページをご覧ください。
＜ 緊 急 サ ポ ー ト セ ン タ ー 埼 玉 ＞
川口市東川口 4-2-20-102 ☎048-297-2903

サポート中、子どもの
具合いが悪くなった!
→ まずは保護者へ連絡
し、お子さんの様子を伝
えてください。保護者は
出来る限り早めのお迎
えをお願いします。
また、センターへもご連
絡ください。（閉所時は
緊急携帯へ）状況によっ
てはアドバイザーが伺
い、一緒に対応します。

ファミサポの各事業にご参加ください
ファミサポでは、楽しく子育てやサポート活動ができるように、また世代を超えて会員同士が交流で
きるように、いろいろな事業を開催しています。ぽかぽか通信の記事や同封のチラシでお知らせしてい
ますが、入間市社協の HP、ファミサポのページにもお知らせを掲載していますのでご覧ください。
11
より安全なサポート活動のため、提供・両方会員
さんでまだ受講が済んでいない方は、受講をお願
いします。
（利用会員さんも参加できます。受講
したい講座がある方は、ご相談ください。）
１月１５日(火)「配慮が必要な子どもへの関わり」
１月２２日(火)「心の発達とその問題」
１月２３日(水)「子どもの遊び」
※２月５日(火)「子どもの病気と看護の基礎知識」
講師のご都合により日程が変更になりました。
時間は全て 10:00～12:00、場所はイルミンです。
資料準備の都合上、1 月 11 日までにお申し込み
ください。
（４講座８時間講習。年１回の開催です。
）

次 回 のサ ロン は、 ２月５ 日
(火)１３：３０～に変更。
また、今年のお花見サロンは、
４月５日(金)に開催予定！
イルミンに１０時集合です。
参加したい方は、センターへ
ご連絡下さいね。

子

フ ァ ミ サ ポ 日 記
イラスト／おおいなみ

ファミサポ行事の日程変更のお知らせ
1 月 16 日に予定されていたステップアップ講習会
が、2 月 5 日（火）に変更になったため、午前中に
予定されていた「ファミサポ♡サロン」は、午後 13:30～15:30
にイルミン活動室５で開催します。会員研修会（別紙参照）に
参加できない方は、活動報告書の提出がてらぜひサロンへお越
しください。お待ちしています♪

ホームスタートいるまをご利用ください
平成 30 年 3 月からスタートした新しい社協の子育て支援を
ご存知ですか？6 歳以下の未就学児が一人でもいる家庭に、研
修を受けた地域の子育て経験者が、週 1 回 2 時間程度、全 4
回を目安に訪問し、ママのお話を聴いたり、一緒に家事や育児、
外出などをする家庭訪問型の無償のボランティア活動です。利
用したい方は、お電話かメールでご連絡ください。
ホームスタートいるま（担当 八巻） ☎04-2937-3217
E ﾒｰﾙ：homestart@iruma-shakyo.or.jp

２つのおまつりに遊びに来てね！
♦3 月 10 日(日)健康福祉センターまつり（10:00～15:00）
１階元気キッズのお部屋で、巨大すごろくと赤ちゃんスペース
を開催。手づくりのお土産も用意しますので、遊びに来てね！
当日スタッフとして、たくさんの子ども達と楽しくふれあいま
せんか？当日ボランティアも大募集中です!!
♦3 月 13 日(水)二本木のんびり子育てまつり（10:30～13:30）
未就園児対象のほのぼのとしたおまつりです。（二本木公民館）

年度末なので、会員情報の更新をお願いします
お子さんが産まれて家族が増えた、お子さんの保育施設が変わ
った、職場の異動で連絡先が変わった等、登録内容に変更がある
方はセンターにお知らせください。また、提供(両方)会員さんで
活動できる曜日や時間帯が変更になる方もお知らせください。
一番下のお子さんが小学校を卒業する利用会員さんは、退会に
なります。今後はぜひ提供会員さんになって、ファミサポにご協
力をお願いできませんか？次回の提供会員講習会は、５月開催
予定です。日程が決まり次第、ホームページでお知らせします。

問合せ・申込み先

いるまファミリー・サポート・センター
〒３５８－０００３
入間市豊岡４－２－２（入間市社会福祉協議会内）
☎０４－２９６４－２６６６ FAX ０４－２９６３－１０７２
https://iruma-shakyo.or.jp
e-mail:famisapo@iruma-shakyo.or.jp

