こうちファミリーサポートセンター

目に映る緑が眩しい季節となりました。皆さまいかがお過ごしでしょうか。
これまでの常識や日常がまるで違ってしまうようなことがあっても、子どもたちが
未来の希望の光であり子育てが尊いことであるのは変わりません。
こうちファミリーサポートセンターは「地域の子育てみんなで応援助け合い」の変
わらない思いで皆さんをつないで参ります。

新年度よりこうちファミリーサポートセンターも新しいメンバーとなりました。
私たちが皆さんの活動をサポートさせていただきます！

ひとこと

4月1日付でセンター長に
就任いたしました。ファミ
サポの援助活動は会員の皆
様のご支援、ご協力により
成り立っています。感謝申
し上げます。少しでも子育
ての役に立ちたいと思いま
すので、どうぞよろしくお
願いいたします。
センター長
西澤 和修

アドバイザーになって1年
半がたちました。依頼会員さ
んから「ありがとうございま
した。」というお声をいただ
くと、本当にうれしくなによ
り励みになります。
これも、お力を貸してくれ
る援助会員さんのおかげです。
ありがとうございます。皆さ
んとの縁を大切にしてこれか
らも邁進いたします。どうぞ
よろしくお願いいたします。
アドバイザー 古味 奈緒子

新型コロナウイルスにつ
いては全国的に予断を許さ
ない状況が続いております
が、子育ての援助活動が円
滑に行えるよう支援させて
いただきますので、どうぞ
よろしくお願い申し上げま
す。
事務局次長 広松 康児

出産・育児の為、お休みを頂いてい
ましたが4月から復帰しました。
保育園の送りの時はまだまだ泣いて
いる我が子ですが、少しずつ泣く時間
が短くなっているようで小さな身体で
頑張っている姿に母も頑張らねばと気
が引き締まります。
バタバタの毎日ですが、会員の方から
「おかえりなさい！」とお声かけ頂い
たり、お話できる時が癒しの時間と
なっています。子育てしながらの職場
復帰にご迷惑をおかけすることもあり
ますが、今後ともよろしくお願いいた
します。
アドバイザー 井上 香恵

昨年10月に着任しあっと
いう間の7か月でした。〇年
前は依頼会員だった3人の母
です(^^)
子育ての真っ只中は大変
だったので、ファミサポは心
強～い存在でした。
子育てもひと段落しアドバ
イザーとして学びの日々です
が皆さんのお力をお借りしな
がら頑張っていきます。どう
ぞよろしくお願いいたします。
アドバイザー 三宮 麻由子

事業
報告

第61回保育サービス講習会

R3年2月27日28日
保育サービス講習会を開催しました。なんこくファミサポからの参加者3名を含め19名の方が受
講してくださいました。
今回は男性の受講者が多く、また依頼会員から両方会員になってくださる方もいて、幅広い皆さんの助け
合いの思いに支えられているファミサポです。
保育士さんおすすめの絵本
子どもは絵本も大好き

ベテラン援助会員との質疑
応答、真剣です

講師をしてくださった保育士
さんとアドバイザー（左）

フォローアップ講習会 3月

R3年3月14日

アンガーマネジメント
～イライラする気持ちとの上手な付き合い方～
アンガーマネジメントファシリテーター植田美和子さんを講師にお招きし、15名の方に
ご参加いただきました。
受講者より
「あっという間に終了した感じが
します。自分の傾向を知り生活に
取り入れ穏やかに暮らしていきた
いです。」

受講者より
「自分の感情と向き合う機会をもとうと思った。
『６秒待つというのはよく聞くけど無理…』と
思っていましたが心が穏やかになるイメージを
浮かべる。というのは実行できそうです。」

フォローアップ講習会

4月

R3年4月23日

“事故を起こさない”事故防止に関する講習と、“万一の事故に備える”救命救急講習を行いました。保
育サービス講習会受講済みの方が対象なので、講師である日赤救命救急指導員からはより実践的な指導
が！皆さん意欲的にかつ楽しく取り組んでいらっしゃいました。
「誰か来て
ください！」
助けを呼ぶ、
これも大切
乳児・小児の
実習を交代で
行いました

援助会員
両方会員
の皆さまへ

いつもファミサポの活動にお力添えいただきありがとうございます。
ファミサポの援助活動は、安全で安心な活動であることが最も大切であると私た
ちは考えています。
そのため安全チェックについてはかねてから保育サービス講習会等
チェック
でもお伝えしてきましたが、この度安全チェックリストの「提出」
リスト
を
をお願いすることとさせていただきました。
ご提出の
詳しくは本誌に同封の案内文をお読みいただき、次回以降、活動
お願い
報
報告書とともにご提出をお願いいたします。

第62回保育サービス講習会のご案内

令和３年６月11日(金)12日(土)13日(日) 9：00～15：00最終日のみ15：30
【
【
【
【
【
【
【

場 所
参加費
定 員
託 児
対 象
申 込
締 切

】高知市勤労者交流館
】無料
】２０名
】あり(無料)要予約
】援助会員・両方会員希望の方
】お電話にてお申込みください。
】令和３年６月５日(土)
フォローアップ講習会のご案内

～おかたづけが生む力～
『かたづけ』とは、モノを元に戻すことです。簡単なようですが、慌ただしい生活の中で
『かたづけ』を徹底するためには「かたづけをスムーズに行うための環境」を整えてあげる
ことが大切です。まず、親子で整理収納をして環境を整えてあげましょう。自分のモノは自
分で管理する、そんな力もかたづけを通して身についていきます。

令和３年７月15日(木)10:00～12:00
【
【
【
【
【
【
【

講 師
場 所
参加費
定 員
託 児
申 込
締 切

】中村 加奈先生
】高知市勤労者交流館
】無料
】２０名
】あり(無料)要予約
】お電話にてお申込みください。
】令和３年７月１０日(土)

おかたづけの悩みなど
お申し込み時に
お聞かせください
講師が当日
お答えします

質問タイムも
ありますよ！

講師

中村

加奈

整理収納アドバイザー/整理収納教育士
２０２０年整理収納アドバイザーとして
起業。自分で考え、行動できる大人に。
子どもの思考力を養う親子お片付け塾の
講師として活動。

コツとかある
のかな？？

令和３年度サブリーダーさんです
センターの広報活動や講習会でのお手伝い、また突発的な援助等、ご協力い
ただいています。１年間よろしくお願いいたします。

左から
和田 美千恵さん
中田 麻記子さん
西山 まつさん

後列左から
宮﨑 節子さん
森﨑 美智子さん
久保 智砂さん
森本 知佐さん
高橋 美知子さん
大家 真理さん
土﨑 光さん

令和３年度事業予定
保育サービス講習会
開催日

時間

11日(金)

6月

9:00～15:00

12日(土)

10月

30日(木)

9:00～15:00

１日(金)
２日(土)

2月

南国市役所

9:00～16:30

19日(金)

最終日のみ

9:00～12:00

20日(土)

令和4年

高知市勤労者交流館

9:00～15:30

18日(木)

11月

高知市勤労者交流館

9:00～15:30

13日(日)

9月

場所

16日(水)

南国市消防本部

9:00～15:00

17日(木)

高知市勤労者交流館

9:00～15:30

18日(金)

フォローアップ講習会
開催日

内容

7月15日(木)

おかたづけが生む力

11月13日(土)

性格タイプ別コミュニケーション

１月28日(金)

JAF 交通安全教室

時間

場所

10:00～12:00 高知市勤労者交流館

フォローアップ講習会はぜひ依頼会員さんも参加してくださいね
※交流会は、まだ未定
になってます。決まり
次第お知らせします。
個人情報の取扱は慎重にお願いいたします

会員数と援助活動件数 援助活動件数 4,278件
(令和2年4月～3月)
(令和2年度末)
会員数 1,243名
主な援助活動内容
依頼会員 741名
習い事への送迎
781件
援助会員 447名
保育園・幼稚園の迎え
両方会員 55名
637件
依頼会員宅の迎え 467件

事前打ち合わせや活動中に知り得た個
人情報は、外に漏れることのないよう大
切にお取扱いください。活動中の様子を
撮影しSNSに投稿するなどはしないでくだ
さい。
ご紹介時にお渡しする紹介状や事前打
ち合わせ票は、センターが返却をお願い
するまで大切に保管をお願いい
たします。

