「子どものための救命講習」を受講しましょう！

発行 枚方市ファミリーサポートセンター

枚方市村野西町５番 1 号 サプリ村野内
Tel & Fax ０７２－８０５－３５２２
開所時間 9:30～17:00（水・日・祝・年末年始を除く）

枚方市ファミリーサポートセンターでは安全にサポート活動していただくために乳幼児・小児に特化した「救命講習会」
を実施しています。サポート中の子どもの誤飲やケガの応急処置などを学んで「もしもの時」に備えませんか？
防災・減災についての知識も習得でき、日常生活にも大変役に立つ内容となっておりますので是非、ご受講ください。
日

今年度の
開催予定日

程

曜

日

場

所

時

№59

間

5 月 14 日

土曜日

サプリ村野

10:00～12:00

8 月 26 日

金曜日

菅原生涯学習市民センター

12:30～14:30

講

師

あんしんポケットひらかた(長年枚方市を中心に活動している、応急手当普及員や
防災士で構成されているグループです)

定

員

各日程につき 10 名

申込み

風薫るさわやかな季節となりました。みなさまお変わりございませんか。
ファミサポでは今年度もさまざまな講座やイベントなどを開催予定です。HP や LINE などで随時、お知らせ
していきますので、是非ご参加ください。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

～会則が一部変わりました～

※AED の実習があります。動きやすい服装でお越しください
★受講された方には枚方市ファミリーサポートセンターの『救命講習修了証』を発行しています

『より良いサポートのために』
枚方市でファミサポが誕生して 20 年。市の直営から、当法人への民間委託になって今年で 10 年になり
ました。この間、厚労省の方針で提供会員の登録方法が変化しています。この 10 年は安全に預かることや
保育の基本などを３日間の養成講座で学んでいただいていますが、それ以前の方は未受講のままで会員登
録ができています。
サポートについての知識の差を解消するために今年度からすべての提供会員さんに向けて、預かること
や子どもに関わることのさまざまな講座を実施していきます。
コロナ禍の時代で子育ての環境も大きく変わっています。ぜひ改めて子どもや家庭の理解を深めていただ
いて、サポートに活用ください。より良い支援のためや孫育て･･･など動機は何でも OK！自分自身をアッ
プデートしていきましょう！
講

2022 年 4 月

「枚方市ファミリーサポートセンター会則」が今年度より一部改正されましたのでお知らせいたします。
書面による配布は致しませんが随時、スマホなどでチェックできるようファミサポのホームページに掲載していますので
ご活用ください。
主な変更点を下記に抜粋しました。今後のサポート活動の際はお気をつけください。

随時、センターまでお電話ください（9:30～17:00 水・日・祝休み）

内 容

Eメール famisapo-hirakata@minos.ocn.ne.jp
HP
http://famisapo.familyport.jp

師

内

容

講

師

保育のコツを学ぼう

広場さぷりスタッフ

乳幼児の栄養学

乳児院・栄養士

赤ちゃんへのかかわり

枚方市助産師会

養育里親ってどんなこと？

里親支援機関・おひさま

※その他の講習や日程などは随時ふぁみさぽ LINE やホームページでお知らせします。
（センター長

山下裕美）

LINE の登録がまだの方はぜひご登録をお願いします！
ファミサポでは LINE でお知らせを配信していますが、今年度はさらに配信を増やす予定です。
★集団保育の日程をお知らせして保育してくださる方を募ります
★イベント
★サポートや子どもと関わる時に役立つ実践講座色々…
など、提供会員の皆さんに知っていただきたい内容を配信いたします。
ふぁみさぽ通信には載らない年度途中でのお知らせやご案内などもありますので
LINE の登録がまだの方はこの機会にぜひご登録ください。
右の QR コードを読み取っておともだち追加をお願いします。
※ファミサポ LINE はファミサポからのお知らせを配信のみで
個別でのやりとりはこれまで同様メールとなりますのでご了承ください。

会員の定義…依頼会員・提供会員それぞれについて要件を明記しました
例…提供会員:子育て経験のある者、もしくは保育・教育の実務経験のある者 など
活動時間について…「早朝・夜間」という表記から「原則として午前 7 時から午後 10 時まで」と変更しました
キャンセル料について…
変更前
変更後
前日までの取消
無料
無料
当日取消
サポート予定時間により変動
500 円
無断取消
全額
500 円
※依頼会員の方へ …キャンセルの場合は LINE やメールを活用してなるべく早めに連絡していただくよう、ご協力
お願いします。
提供・両方会員の方へ…キャンセル料については以前より「高額になるともらいにくい」などのお声をいただいておりました。
改正後の規定につきましてはご意見もあるかと思いますが、何卒ご理解をいただきますよう
お願い申し上げます。

～ パーソナルカラー講座 ～
洋服や化粧品を選ぶとき、どの色が自分に似合うのかな？と悩んだことは
ありませんか？肌や目、髪の色によって似合う色が違っており、自分に似合う色を身に
つけると、顔色がパッと明るくなり、生き生きとして見えます。
今回の交流会ではパーソナルカラーの先生を講師にお迎えして、自分に似合う色のお話を
していただきます。会員さん同士、お話ししながら会員さんも子どもさんもご自分に似合う
色を見つけましょう。洋服選びなどがとても楽しくなりますよ♪
日時：5 月 31 日（火）10:00～11:00
場所：サプリ村野 2 階 うさぎルーム
講師：牧村 倫子さん（パーソナルカラーアナリスト）
定員：10 人（全会員） ※お子さま連れ可（保育はありません）
料金：無料
お申込みは…5 月７日（土）10:00～受付（先着順）
センターまでお電話にて
℡:072-805-3522

2022 年度 登録更新と守秘義務の誓約書について

★今年度から『多胎児ファミリー応援チケット』が発行されます
枚方市では多胎児家庭に対して年間 20 時間分のサポート料金が補助されることになっています。

今回の通信に、可能なサポート内容や会員さんの現況を確認させていただくため「会員明細表」
「聞き取り票」

昨年度までは依頼会員さんが先にサポート料金を支払う、立替払いでしたが、今年度からより使いやすい

を同封しています。下記の説明をお読みいただき、必ず二枚ともご返送くださいますようお願いいたします。

形になるようチケットが発行されることになり、対象年齢もこれまでの 1 歳

また守秘義務の誓約書は、個人情報の取り扱いの重要性について今年度の更新より毎年記名・押印をいただく

3/29 の『多胎児ファミリー
サポート講習会』には 1６名の
提供会員さんが参加ください
ました。

から 0 歳(概ね 3 ヶ月から)に引き下げられ、拡充されました！
対象：多胎児さんを養育されている家庭のお子さんに対してのサポート
(多胎児のきょうだい児のサポートに対しても利用可)

「双子さんを育てられた生の
声を聞けてよかった」
「多胎児
のサポートに必要なことをイ
メージできた」
「育児サポート
のコツが参考になった」と
嬉しい感想をもらえました！

期間：生後 3 ヶ月～3 歳の誕生日の前日
補助時間：年間 20 時間 1 回券(2 時間以内)×10 枚

〇依頼会員の方
チケットの発行には申請が必要です。
対象となる方はセンターまで申請書をご提出ください。申込書は私立保育幼稚園課(市役所別館 5 階)や
ファミサポ事務所にあります（ファミサポの HP からダウンロードすることもできます）。

ことになりました。
～個人情報について～
ファミサポの活動は個人のプライバシーに関わる活動でもあります
・事前打合せ書は人目に触れないように充分気をつけて保管しましょう
・サポートを通じて知った子どもや家庭の情報は他の人には話さないようにしましょう
・サポート中の子どもさんの写真（遊んでいる様子や食事の量など）を撮る時は親の同意が必要です。
また、撮った写真の取り扱いに注意し、サポート終了後はすぐ削除しましょう
※ただし守秘義務よりも子どもの安全が優先になります。サポート中子どもの養育に関して気になることが
あればセンターにご相談、連絡をお願いします。

・
「会員明細表」…訂正・追加があれば朱書きしてください

〇提供・両方会員の方へ
サポート時に受け取られたチケットの取り扱いにつきましては同封の「多胎児ファミリー応援チケットの
取扱いついて」をお読みいただきますようお願いいたします。
ご質問・ご不明な点がありましたらセンターまでお問合せください。

①

★返送方法★（個人情報ですので、必ず封をしてください）

昨年度もたくさんの会員さんにご協力いただき、センターの活動をおこなうことができました。スタッフ一同、感謝しております。
1 年間を振り返ってご報告いたします（2022.3.31 現在）。

活動件数・・・3,536 件

347 人

両方会員

67 人

(前年度：2,595 件)

活動内容

361

保育所・幼稚園への送迎

1,536

前後に預かりを伴う保育所・幼稚園への送迎

189

小学生の学校や習い事への送迎

669

前後に預かりを伴う小学生の学校や習い事への送迎

117

依頼会員宅での見守り

159

その他、休日や放課後の送迎

505

講座・講習会・交流会
容

対象会員

回 数

一般

2回

31 人

全会員

1回

9人

救命講習

提供・両方会員

5回

28 人

提供会員情報交換会

提供・両方会員

6回

27 人

多胎児サポート講習会

提供・両方会員

1回

16 人

提供会員養成講座
交流会(おもちゃ作り)

参加人数合計

84 円切手を貼りポストに投函してください
（申し訳ありませんが郵送代はご負担ください）
サプリ村野のファミリーサポートセンター
※閉所している日・時間帯は受付前のファミサポのポストに投函してください
枚方市役所別館５階 私立保育幼稚園課窓口
支所（香里ケ丘・北部・津田）
→切手は不要です

同封のファミサポ宛封筒に入れて、提出期限の５月 31 日までにご返送お願いします

活動件数

預かり

内

・郵送
・持参

会員数・・・2,794 人 （前年度：2,596 人）
提供会員

・
「聞き取り票」…表裏両面ともご回答ください
①②の二枚ともご返送ください。

2021 年度のご報告と活動の現状

2,380 人

・
「守秘義務の誓約書」…「会員明細表」の裏面にあります
記名・押印をお願いいたします

②

依頼会員

変更がなくても必ずご返送ください

☆コロナの影響で
利用が減少していた
2020 年度から
今年は例年並みに
回復しています。
ご協力ありがとう
ございました。

ファミサポカフェのご案内

※今回は飲食なしです。

ファミサポでは提供会員さんが集まって、日頃サポートする中での疑問や困ったことなどを話し合
うファミサポカフェを定期的に開催しています。他の方がどんな風にサポートしているのか聞くこ
とができてよかったと毎回好評です。
現在はサポートをしていない方やまだサポートをしたことがないという方も、もちろん大歓迎で
す。提供会員さん同士のつながりやスタッフとの交流もはかっていきたいと思います。
今回は救命講習会後に開催しますので、ぜひ講習会と共にご参加ください。
カフェのみご参加も OK！お待ちしております。

日時：5 月 14 日（土）
救命講習会終了後 12 時～1 時間程度
場所：広場さぷり 2 階
受付：随時受付しています

