
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■ 令和３年度の交流会・講習会・地域 de 応援！！講座・のご案内 ■■  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ミニハープの音色を 

聴いてみよう～♪」 

手作り楽器をつくって一緒に楽しもう～♫ 

子どもとの関わりについての話も聞けるよ！ 

 

令和３年 ８月６日（金） 

    １０：００～１２：００ 

コミュニティセンターきたの 和室 

     先着 ２０名  

 

講師：滋賀文教短期大学講師  

細川 英子さん 

 

まかせて・どっちも会員懇談会 

 

「絵本・遊びの紹介」「ヒヤリハット」 

お気に入りの絵本や遊び、ヒヤリとしたことを 

ざっくばらんに交流しましょう！ 

 

令和３年 ８月３１日（火） 

    ９：３０～１１：３０ 

  野洲市社会福祉協議会 会議室② 

      先着 １０名 

☆ 絵本やあそびの資料など、 

ご持参下さい。 

 

「気持ちに寄り添う傾聴術」 

ご好評につき、今年度も開講！ 

傾聴て何？の方から学び（術）を深める方まで 

 

令和３年 ８月２０日（金） 

      １３：３０～１５：００ 

コミュニティセンターなかさと 大ホール 

     先着 ３０名 

 

講師：エイチアール・エクシード 

   産業カウンセラー 小出 民雄さん 

「子どもの発達と 

学びについて」 

令和３年 １０月 開催予定 

（開催月が変更になる場合もあります。） 

 

講師：野洲市発達支援センター職員 

 

※ 詳細が決まり次第、連絡させ

ていただきます。 

「日赤幼児安全法講習 ３回」 

第１回  １１/２（火）１０：０0～1２：０0 

 子どもに起こりやすい事故の予防と手当  

第２回  １１/９（火）１０：０0～1２：０0 

 子どもの病気と看病の仕方  

第３回 １１/１６（火）１０：０0～1２：０0 

 心肺蘇生・ＡＥＤの使い方（ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ） 

 

３回とも コミュニティセンター  

きたの 和室 

  受講料無料  先着 ２０名 

※テキストを既にお持ちの方はご持参ください。 

「アロマでリセット‼✰」 

リフレッシュスプレーづくり 

 

気持ちが和らぐアロマテラピー♫ 

気分のリセット＆ストレス解消・アロマクラフト作成 

              

令和３年 １２月１０日（金） 

    １０：００～１２：００ 

 コミュニティセンターきたの 大ホール 

     先着 ３０名 

     材料費 ３００円 

講師：アロマテラピー 

   アロマインストラクター 

・セラピスト 白井 弥さん 

「認知症でも安心して 

暮らせる地域のために」 

～認知症サポーター養成講座～ 

 

令和３年 １１月１９日（金） 

     １３：３０～１５：００ 

コミュニティセンター 

なかさと 大ホール 

先着 ３０名 

 

講師：野洲市地域包括 

支援センター職員 

   認知症サポーター 

キャラバンメイト 

「地域から活動を始めよう！」 

～しがＣＯ２ネットゼロまちづくりに向けて～ 

令和３年 ９月１７日（金） 

     １３：３０～１５：００ 

コミュニティセンターなかさと 大ホール 

     先着 ３０名 

 

講師：滋賀県地球温暖化防止センター 

  キャリアアドバイザー 来田 博美さん 

「普段からのつながり」 

～予期せぬ出来事のために～ 

 

令和４年 １月２１日（金） 

     １３：３０～１５：００ 

コミュニティセンターなかさと 大ホール 

       先着 ３０名 

講師：ローカリズム・ラボ 

     代表 井岡 仁志さん 

まかせて・どっちも会員懇談会 

「１年を振り返って」令和４年 ３月 開催予定 

野洲市社会福祉協議会 会議室② 

 ※ 詳細が決まり次第、連絡させていただきます。  

よろしくお願いします。 

令和４年 ２月開催予定 

子ども用品 交換・譲渡会を予定しています。  

  おたのしみに♡ 

 

交流会・ 

ﾐﾆ講習会 

懇談会 

野洲市ファミリー･サポート・ 

センター会報＜令和３年７月発行＞ 

                         会報 

発行： 野洲市ファミリー・ 

サポート・センター 

＜野洲市社会福祉協議会＞ 

     野洲市西河原 2400 

（北部合同庁舎２Ｆ） 

電 話 589-5960    

 ＦＡＸ 589-5783 

アドレス  

  iwai@yasu-syakyo.or.jp 

 

 

地域 de 応援‼講座 ① 

交流会・ﾐﾆ講習会 

地域 de 応援‼講座 ② 

出前講座 
講習会・ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ講習会 

地域 de 応援‼講座 ③ 

講習会・講話・クラフト作

成 

地域 de 応援‼講座 ➃ 

5 年に 1 回の 

「救命救急講習」の受講が

必須になりました。 

 

懇談会 
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～サポートにつきまして皆さまにお願い～ 

 

コロナの感染拡大防止に向けて、今後も今まで

同様に対策をしたうえでサポート活動を行いたいと思いま

す。ご理解いただきサポートをされる方も受ける子どもさ

んも次の点にご協力よろしくお願いいたします。 

♡体調管理   （検温・咳等） 

♡年齢に応じてのマスク着用 

♡手洗い、うがい、消毒 

まかせて会員さんの体調によりましてサポートが難しい場

合もあります。ご了解いただきますようお願いいたします。 

  講習会・交流会の参加申し込み 

① それぞれの開催日の 1 週間前までには電話か FAX、メールで 

お申し込みください。 

② 託児が必要な方は事前にお申し出ください。ミニハープの講習は、親子で参加

いただけます。 

③ 参加費は無料ですが、〔アロマ講座〕については材料費の一部をいただきます。 

 ④ 日時によって、会場が変わりますのでご確認ください。 

 ⑤ 10 月・２月・３月開催予定の講座・交流会・懇談会は、詳細が決まり次第お

知らせさせていただきます。 

 「日赤幼児安全法講習」は、できるだけ３回の受講をお願いします。１回の参加⑥

からでも受け付けています。資料は、こちらで準備しますが、テキストを既にお

持ちの方は、ご持参ください。 

 ※ 5 年に 1 回の「救命救急講習」の受講が必須になりました。以前、参加された

会員さんも、受講お願いします。市民の方にも参加いただけます。 

 ※ まかせて・どっちも会員懇談会以外は、広く市民の方の参加お待ちしています。 

 

 

 

・病気の子どもさんに対してのサポートは、

行うことができません。 

・子どもの施設への送迎では、検温・健康チ

ェックシート記入などが必要なところがほと

んどです。事前打ち合わせで、必ず、確認く

ださい。 

・マスクは必ず着用ください。（会員） 

・熱がある、咳がでるなど少しでも、 

体調不良の場合は、サポートは無理せず、安

静にしてください。 

 

●ファミサポ活動についての  書籍・DVDの貸し出しができます！ 

◆書籍「育児サポート 3」  監修 小児専門医 大正大学名誉教授 中村 敬氏 

◆DVD「地域でささえる子育て２」 ファミリー・サポート・センターの活動  編集 発行  一般財団法人 女性労働協会 

 

最近、サポートを始められたまかせて会員さんはもとより、今までから活動を継続していてくださるまかせて会員さん方も、

新しい情報や今までの知識の確認、また、講習会に参加できないので自宅で学びたい方に、参考にしていただくことがで

きます。ぜひ、テキスト・DVDをご利用いただきたいと思います。         センターにお問い合わせください。 

  

〇〇〇 まかせて会員の皆さま、いつもサポートありがとうございます。〇○○ 

子どもたちとのやりとりの様子が見えてくるようです。お子さんの様子を静かに見守りながら 

会員さんが接してくださっています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

＝「H ちゃん（小学校１年生）の送迎サポート」＝ 

４月●日（月） 

学童から習い事までの車の中で、車に飾ってあった 

すみっコぐらしをみつけ、キャラクターの説明をし 

てくれました。 

５月▲日（水） 

すみっコぐらしの仲間を教えてもらいました。たく

さんいるんですね.…覚えまーす😊 

５月〇日（月） 

すみっコぐらしのあじふらいのしっぽのことを教

えてもらおうと思ったら、昔からいるキャラだと… 

まだまだ勉強不足なので、対等に話せるよう知識を

深めたいと思います。 

      ～Ｉさんの４・５月の報告書より～ 

＝「H ちゃん（２才１か月）のサポート」＝  出産後の預かりで、自宅から子育て支援センターに行き遊ぶ＝ 

６月□日（水） 三輪車に乗ってちょっと緊張。センターでは、元気に遊んで抱っこしました。 

６月●日（木） 準備してまってくれていた。追いかけっこで汗だく。ジャングルジムで遊ぶ。 

６月△日（金） お迎えに行くと、準備してくれています。最終日、楽しい日をありがとう。H ちゃんの成長が日々見えてう 

れしかったです。                        ～K さんの６月の報告書より～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝「Y ちゃん（３才）の送迎・預かりサポート」＝ 

４月〇日（木） 

園からの帰り道、自転車の座席に座りながら、「ま 

んまるおつきさまがついてくるよ」と、お話してくれ 

ました。 

４月▲日（火） 

「今日のお月さまはピンクムーンだよ。」と、教えてあ 

げると「おつきさま、どこかしら？」と探していまし 

た。家に帰ると見えたのですが、「なんで、ピンクじゃ 

ないのかしら？」と、言っていました。 

５月□日（水） 

先生に大きな声で「さようなら」と言いました。「今日 

もきれいなお月さまが見られるよ」とお話しました。 

「前は、ピンクじゃなかったねー」と言っていました。 

～K さんの４・５月の報告書より～ 

 

 

♥おねがい会員の皆さまへ まかせて会員さんに直接サポートをお願いしたり、また、活動をキャンセルされたりした場合に

は、おねがい会員さんよりセンターと各保育施設にその旨をご連絡いただきますようお願いいたします。 

♥まかせて会員活動を一緒にしませんか。今年度も「おねがい会員」より「どっちも会員」に変更されサポート活動をしていた

だいた会員さんがいてくださいました。♡♡もし、日時や内容などご都合のつく範囲で活動ができるよという方がありましたら、

お声かけください。また、お知り合いで、サポートに興味をお持ちの方がありましたら、ぜひご紹介ください。 

 

 

 

■■ 皆さまにお願い ■■ 

                                                              ■■活動報告書より■■<令和３年４月～６月〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お友だちやお知り

合いにもお声掛け

いただき、ぜひぜひ

ご参加よろしくお

願いします。 

 

託児ボランティア

さんも、募集してい

ます。よろしくお願

いします。 

♥♥毎月提出していただいている「報告書」には、お子さんと会員さんの楽しいエピソードが書かれ

ています。まかせて会員の皆さんは、かわいいお子さんたちとのふれあいを楽しみに日々サポートを

されています。子どもたちにとっても家族ではない大人の方と接するいいチャンス♥♥ほんのひと時

ですが、まかせて会員さんとの過ごしの時間は、子どもたちにとって、とても貴重な経験、またとて

も大切な時間なのではないでしょうか。 

今回は、そんなエピソードを、ご紹介します。 
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