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●
さま

～アンケートにご協力ありがとうございました～

6 月にお願いしました「車を使ったサポート」につきま
してのアンケートでは、皆さまにご協力いただきありが
とうございました。
お寄せくださいましたご意見を参考にし、今後のサポ
ート活動により良い形で反映できるよう、ただいま検
討中です。いただきましたご意見につきましては、こ

9 月１日は

の会報の最終ページに掲載しています。

備えは

ご一読よろしくお願いします。

■■

コロナ禍のサポートについて

「防災の日」
していますか❓

■■

コロナ禍のファミサポの活動につきまして
サポート活動を受けていただく、あるいはサポート活動をお願いしていただく皆さまに
コロナの感染拡大防止に向けて改めましてお願いをします。
サポートの前には
また、サポート前の検温等により

🌸🌸体調管理
検温/咳など
🌸🌸手指の消毒
手洗い/うがい
🌸🌸年齢や状態に合わせた
マスクの着用

まかせて会員の体調がすぐれない場合にはサポート活動を
急遽、中止していただく場合もある」ということをお知らせいた
します。
ご理解、ご了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。

■■

地域 de 応援！！講座

令和 2 年度の講習会・交流会

ご案内 ■■

地域で、子育て家庭の応援やお手伝いをしていただけるよう、また地域全体にも目を広げて「自分に何かできることは
ないかな」 という思いを一歩進めることができるような講座を開催します。
ファミサポ会員さんはもとよりお友達やご近所のみなさまお誘いあわせて、ぜひご参加ください。
〔1〕 🌸🌸脳が喜ぶ、心が笑うアート体験🌸🌸

令和 2 年 9 月 25 日（金）10：00～12：00

〔2〕

🌸🌸子どもの虐待🌸🌸
令和 2 年 10 月 27 日（火）10：00～11：30

会場： コミュニティセンター きたの 大ホール

会場： コミュニティセンターきたの ２F 研修室

講師： 臨床美術士 安村 千秋さん

講師： 野洲市家庭児童相談室

参加費： 100 円（材料費）

参加費： 無料

持ち物： 紙きりハサミ／糊

参加人数： 先着 30 名まで

岡本 悟志さん

参加人数： 先着 15 名まで
楽しみながら作品作り →五感を刺激
脳が活性化

→ ココロの解放 →

💛💛こどもの虐待の実際を知り、私たちに

→

できることについて考えてみましょう。

生き

る意欲が湧いてくる。
💛💛うまいとか、うまくないとか考えずに

描く楽しさを味わいましょう

〔4〕🌸🌸傾聴のテクニック🌸🌸（仮）

令和 2 年 12 月 11 日（金）10：00～12：00
会場： コミュニティセンター きたの

大ホール

🌸🌸わかるとできる おもしろ防災🌸🌸
令和 2 年 11 月 10 日（火）10：00～12：00

講師： エイチアールエクシード 産業カウンセラー

会場： コミュニティセンターみかみ

参加人数： 先着 4０名まで

〔3〕

講師： 防災備蓄収納マスター

大ホール

南 あきこさん

小出 民雄さん
参加費: 無料
💛💛良好な人間関係を築く秘訣を

参加人数： 先着 4０名まで

学びましょう。

参加費： 無料
💛💛日頃の備えのポイントを
楽しく学びましょう。

第 3 回に講話をいただく
南さんより耳より情報
🌸🌸オンライン講座開催！！

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。
③ 参加費は無料ですが〔1〕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。
🌸🌸 以降の開催については、社協やす 11 月号にてお知らせします。

10/15（木）10：00～11：00
「赤ちゃんと家族のための備蓄とは？」
11/17（火）10：00～11：00
「小さなお子さんがいるママのための
防災講座」
詳細はピースマムにて

～参加の際、コロナの感染拡大防止のため以下について協力をよろしくお願いいたします～

■■

まかせて会員懇

①

手指の消毒

②

検温

コロナウイルス感染拡大の状況により、

③

マスクの着用（年齢・体調に応じて）

中止になることがあります。申込者には

④

ソーシャルディスタンス

ご連絡をいたします。

⑤

部屋の換気

■■

まかせて会員の懇談会をしました

🌸🌸令和 2 年 7 月 16 日（木）10：00～11：30

■■
🎵🎵皆様からの情報を

北部合同庁舎 2F 会議室🌸🌸

お待ちしています。

より良いサポートができるよう、皆さんで思いや情報の交換をしました。
Q： 日ごろのサポートで困っていることはありませんか。

Ｑ 元気いっぱいの 2 才や 3 才頃のお子さん、ときに
事故やケガになるのではないかとヒヤヒヤすることがあります。
予想できないような行動に対して皆さんどのように対応

まかせて会員の皆さまに

「ヒヤリハット検証」へのご協力をお願いしました。
サポート時には、「ヒヤッと」「ハッと」するような場面が
あります。予め危険を予想したり、配慮していたおかげ
で大きな事故にはならずにすみ、特に気にも留めてい

されていますか。

なかったということもあるかと思います。ヒヤリ・ハッとし
まずは、保護者さんに具体的に行動を伝えて、相談

たことや何気なくうまくいっていることに注目し皆さんで

すると良いのではないかとのご意見がありました。

情報を共有し安全なサポート活動ができるよう、役立

サポートをするお子さんの普段の様子や、気を付けて

てていきたいと思います。今後定期的に「ヒヤリハット検

いること等、なるべく詳しく教えていただいては。家族さ

証」をご提出いただくことにしました。

んが実践されているいつもの方法でお子さんの気持ち

日々子育てされているおねがい会員さんからの経験や

が落ち着いたり、そのことによって危険を回避できたり

情報もありがたいです。皆で子どもたちを守るためにご

するのではないでしょうか。サポートする前に、先にお

協力よろしくお願いいたします。

約束事をしていますというご意見もありました。

■■

活動報告書より

■■

＜令和 2 年 7 月～令和 2 年 8 月＞

☀ À ちゃんの送迎サポート ☀
～今日は幼稚園から T さんと一緒に自宅まで帰ります～
7 月〇日（火）

☀ Ⅽちゃんのサポート☀
～こども園のお迎えの後 k さんのお家で過ごします～
8 月△日（木）

幼稚園からの帰り道、「七夕飾り」の貝殻の作り方を教えてもらい

18：45

ました。昔、折り紙で折ったなあ・・と思いだしました。
7 月□日（火）

ごきげんで自転車の後ろからお話してくれました。
19：10

今日は「折り紙で織り姫、彦星を作れるよ」と話してくれました。
☆彡
☀

こども園へお迎え。

自宅につき、おなかが空いたようなので、ご飯を
用意しました。遊んでいるお兄ちゃんお姉ちゃん

＝Ｔさんの 7 月の報告書より＝

が気になる様子。味噌汁、豆腐ハンバーグ、
ご飯を食べました。

B ちゃんの預かりのサポート ☀

「今日はおふろの後にゼリー、もらえる～」と

～お母さんがお出かけの間 T さんのご自宅ですごします～

うれしそう。

8 月●日
10：56 お母さんと自宅に到着されて、すたすた～と

19：45

お父さんのお迎え
＝k さん 8 月の報告書より＝

上がって手を洗う
11：00 夏休みで在宅の我が子たちと遊ぶ（マスク着用/
換気）

プラレールや新聞でかくれんぼなど

☀ D くんとＥくんの送迎サポート ☀
～兄弟で英語の教室に送ってもらいます～

11：20 持参のお茶を飲んだり、ボールで遊んだり
うまく投げられるとガッツポーズで「やったー！！」
＝T さんの 8 月の報告書より＝

7 月△日（月）
今日は好きな色のお話をしました。
B くんは、Blue と Black

ⅭくんはPink と Gray。

どちらも英語でのお答えでした。
＝Ⅰさん 7 月の報告書より＝

■■

アンケートにご協力ありがとうございました

■■

＜車を使ったサポ―トについて＞
【 1 】 サポ―ト活動時におけるガソリン代について
☆ 車を使った送迎サポートには報酬とは別途にガソリン代の

💛💛令和 2 年 6 月、会員対象にアンケートを実施
そのうち 80 名の方のご回答をいただきました。

支払いがあったほうが良いですか、の問いに対して
🌸🌸

１０キロまでと 報酬+５００円
「はい」・・・63％
「どちらでも」…30％ の回答がありました。

🌸🌸

２０キロまで 報酬+６００円
「いいえ」の回答の方のご意見
３０キロまで 報酬+７００円
・楽しんでサポートさせてもらっているので十分です。
預かりの場合も同じ
・金額はわずかでも払われる方の精神的な負担が大きいと思う。
・助け合い、支え合いの活動としてやっているので別途ガソリン代は必要ない。

🌸🌸

「どちらでも」の方の回答には その 30％の方が
・市外までの送迎や、距離が長い場合には別途支払いが必要だと思うとの回答。

🌸🌸 「はい」の回答の方の加算の提案
■＜市内 〇円＞ ＜市外 〇円＞のほかに ＜市内〇キロまで＞ という 3 区分があるとよい。
■＜市外＞の場合や＜遠方＞の場合は支払いがあると良い。
■地図上で距離を出して 1 回の額を固定にするのがよい。
■その都度ではなく、サポートの最初に決める。
■＜学区内 0 円＞＜市内学区外 50 円＞＜市外隣の市 100 円＞＜市外さらに隣の市 200 円＞等
■導入するなら固定の金額で端数が出ないように。小銭が多いとおねがい会員の負担が増えるのでは
ないか。
■30 分以内でサポートが終わる場合は、ガソリン代の支払いについては負担が大きいと思う。
今後、ガソリン代について来年度実施できるよう検討を重ねていく予定です。
詳細が決まりましたら、お知らせいたします。

＜日頃のサポートでお困りのことは？＞
🌸🌸現在は小学生までのサポートですが、中学生までサポートしてもらえるようになれば助かります。
🌸🌸病児保育は難しいですが、医療機関の病児保育室までの送りをお願いできると助かります。

🌸🌸コロナの緊急事態宣言発令以後、サポートのお願いをしづらい状況になっています。まかせて会員さんのご自宅
にて預かっていただくことに、まかせて会員さんは抵抗感をお持ちではないかと心配しています。

・・・・・・・・・皆さまの感想もいただきました・・・・・・・・・。
🌸🌸お手伝いできることがあれば協力します 🌸🌸何か困ったことがあればいつでもご連絡ください🌸🌸最近協力できて
いないけれど、またお声掛けください。

🌸🌸いつも急なお願いでも対応してくださり、とても助かっています。

🌸🌸まかせて会員さんに助けてもらえるということに感謝です。🌸🌸いつも会報を興味深く見せてもらっています。
🌸🌸人の助け合いの温かさや気配りを素敵だなといつも感じています。子どもも親もかかわりがよくなる素晴らしい
活動をありがとうございます。🌸🌸ファミサポセンターに会員登録に行く際、事務所までの案内がなく少しわかり
づらいでした。他所では、建物の外から案内板やポスターの貼付が在り親切だなと思いました。

貴重なご意見や思いをお寄せいただきありがとうございました。
皆さまにとってより頼れるファミサポになるよう、今後も意見交換、情報をいただき成長していきたいと思います。

