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■■令和元年度 2 月～3 月
講習会

izumi@yasu-syakyo.or.jp

ファミサポ講習会・懇談会ご案内■■

✿発達障がいの理解と手助け✿
日 時

令和 2 年 ２月 7 日（金）
10：00～12：00

会 場
講

たくさんの当事者と関わってこ

コミュニティセンターなかさと

２Ｆ研修会

師 びわこ学園医療福祉センター野洲

懇談会

石井

られた石井先生に講話をお願い

裕紀子さん

できることになりました。

※参加の方は申し込みをしてください。

障がいの理解を深められるよう

※託児が必要な方は予めお申し出ください。

ぜひ受講をお願いいたします。

✿
まかせて会員懇談会✿
✿
日

時

♫
会

場

令和

2年

3月

3 日（火）

10：30～12：30

お子さんとの楽しいエピソード

北部合同庁舎 2Ｆ会議室

のご紹介や、ご苦労いただいてい

1 年のサポ―トを振り返って。

ること、困っていること等、皆さ

情報交換/

んで共有できればと思います。

ティータイム

♫

■■

ＦＡＸ 589-5783

交流会のご報告 ■■

✿
ミュージックケア＆子ども用品交換会✿

令和元年 9 月 12 日（木）

堤さんから出される様々な音にお子さんたちは魅了されました。一生懸命に
聞いている、見ている様子が可愛いく微笑ましい光景でした。
その様子をみているお母さんたちもみんな笑顔。
素敵な音と笑顔に包まれたいい空間でした。
後半は、子ども用品の交換会をしました。
たくさんのおもちゃや洋服が次のファミリー
にもらわれていきました。

✿手打ちうどんに挑戦しました✿

令和元年 10 月 18 日(金)

野洲市にお住いの巽さんに教えていただき、手打ちうどんに挑戦。
湯がきたてのツルツルのおうどんとココナッツオイルで揚げたかき揚げを
皆さんで美味くいただきました。
巽さんより手作り紫蘇の葉ふりかけを、
お土産にいただきました。

。

✿ 「甘酒を使ったおやつ作り＆ティータイム 」を開催しました✿

令和 2 年 1 月 10 日(金)

野洲市内でカフェをされている辻さんにお声かけをし手作りの甘酒を使ったバナナマフィンの作り方を教えていただきました。
「甘酒とレーズンとバナナの甘みで十分に甘く砂糖は使いません、甘酒を煮物やほかのおやつの甘みにも使っています。また
つぶつぶをとりペースト状にしソースとしてフルーツに添えても」と辻さん。
いろいろな情報交換もできました。
小さなゲストも６名！
託児も４名の方にお世話になりました。

甘酒のつくり方に関心のある方はご連絡ください～

■■

講習会の報告 ■■

✿ 親と子の

２日に分けての講話でした。

関わり方教室
9/27

＜参加者アンケートより＞

✿

〇毎日、必死に過ごしている中で、家族への感謝をつい忘れていることに

10/8

気づかされました。自分も褒めてもらえたら嬉しいし頑張れたりするので、
子どもにも夫にも周りに対して、プラスのストローク心がけようと

思いました。また自分自身にも嬉しい言葉をたくさん言うようにしようと思いました。
〇自分の良い所を見つける練習をしていきたいと思いました。プラスのストロークを増やし、
夫や子どもに自信を持たせて安心できる家庭にしたいと思います。子どもの人生脚本をうまく
作成してあげたい。
〇周りの人に対して、ほめ上手になりたいです。
言い方や目線、表情にも気を付けたいです。

✿ 日赤幼児安全法講習
11/1

11/8

✿

11/22

〇本日、あらためて確認したことで、万が一のことがあっても落ち着いて
11/29

対応できそうな気がしました。

〇ＡＥＤの実技は数年前にも受けたのですが、ほとんど忘れていたので、大変勉強になりました。
半年か一年の頻度で受けたいです。講師さんの経験に基づいた話は、おもしろくわかりやすく、
参考になりました。
〇事故が起こってしまった際の対応を学んでおくことは大変重要。
知っておくことが大切ですが、ますは、事故を未然に防ぐことへの
対策をしっかりすることを確認しました。

✿ 自己肯定感とは

✿

〇自己肯定感について深く考える機会になりました。自分自身が生きていく上で、
て深く考える機会になりました。自分自身がいきていく上で、また仕事をしていく上で
また仕事をしていく上で大切にしないといけないことがよくわかりました。
いきと生きるためのヒント～
切にしないといけないことがよくわかりました。
〇日々、家庭、職場で人と向き合っていくために、まずは自分自身を見つめなおそうと
12/6
〇日々、家庭、職場で人と向き合っていくために、まずは自分自身を見つめなおそうと
思いました。そして子どもたちが「ありのまま」の自分でいられるようにしっかりと
思いました。そして子どもたちが「ありのまま」の自分でいられるようにしっかりと
見守っていきたいと思いました。
見守っていきたいと思いました。
〇『自尊心』と『自己肯定感』はよく似ていると思っていたが、違っていたことがわかりました。また気持ちが落ち込んだ
～より自分らしく、もっといき

時に「ありのままに(Let it go)」の歌に心が癒されたころを思い出しました。
〇対人援助には、まず自身の自己肯定感を高めておかないと援助できないという言葉が心に響いた。確かに自身が安定して
いないと援助できないと思う。自身を見直したい。
〇自分自身のありのままを受け入れたうえで、満たされていない子どもたちの安全基地になりたいと思う。

＜自己肯定感とはどんな感情か＞

いまここに、こうして命

ありのままの自分

■■

を、ありのままに受

自分は誰か

け入れることができ

に必要とされ

る感情

ている

活動報告書より

■■

をいただいている自分

これで
いい

は素晴らしい、なんと

ここに居て

ありがたいことだ。

いい

<令和元年 6 月～令和元年 12 月＞

日ごろのサポ―トの様子です。お子さんたちとの楽しいやり取りに笑みがこぼれます。
●Ａちゃん（3 年生）の習い事送迎サポート●
小学校から習い事の教室まで T さんと一緒に

お母さんが外出の間Ｏさんのご自宅で過ごしました。

12 月□日

徒歩で通っています。

12 月〇日

●Ｂちゃん（７か月）の預かりサポート●

歩いている途中にクラスの女の子と 出会い、

8:30

て遊びました。「Ｂくん～」と声をかけるとニコッと笑ってく

しばらくおしゃべりしました。

れたり声を出して笑う場面もありました。

12 月△日 学校でもらった大根を、重くてもしっかり
持って歩きました。

テレビのリモコンや、スマホに興味を持ち少しの間、触っ

9:30

手が少し暖かくなってきたので、背中をポンポンとすると、
５分ほどで寝てしまいました。

Ｔさんの１２月の報告書より
O さんの 12 月の報告書より

●Ｃちゃん（2 才）の
預かりサポート●
お母さんがご出産のため、入院されました。

●Ｄちゃん（3 年生）の送迎サポート●

子育て支援センターにて、午前中Ｋさんと一緒に

毎週水曜日

過ごしました。

I さんに送ってもらっています。

12 月〇日 10：00
ご自宅にお迎えに行くと少しの間、泣いていましたが、

学童保育所から習い事の教室まで

11 月〇日

学校での音楽会が楽しかったよと教えてくれました

11 月△日

英語の教室は楽しくて、通うことにしてよかった。

抱っこで歩き始めると元気になりました。

がんばって英語が話せるようになりたいと、教えて

ままごと、砂遊び、ブロック、滑り台、お買いものごっこ、

くれました。

お絵かきなど、お友だちも一緒に仲良く遊びました。
12:00 あやめ子育て支援センターを出発、手を繋いで

11 月■日

いろいろなお話をしてくれるようになり、こちらが
楽しませてもらっています。

歩いて家まで帰りました。
ｋさんの 12 月の報告書より

I さんの 11 月の報告書より

■■

お知らせ

チャイルドシートを
寄付いただきました

■■

２０１９年１２月 野洲市に事業所がある京セラ株式会社滋賀野洲工場の社員一同さま
より当ファミリー・サポート・センターに３台のジュニアシート(１才以上対応可)と１台
のチャイルドシート（新生児より対応可）を寄付いただきました。

車を使用した送迎サポ―トでは、基本的には、シートが必要なお子さんについては保護者さんに
準備いただき、まかせて会員さんの車両に装着しサポ―トを行っていただくものですが、都度の
着脱が困難であったり、高価なシートを複数準備していただくことが難しい場合には、センタ
ーにあるチャイルドシート、およびジュニアシートを使用していただいています。
今までは、会員の皆さまから、不要になったシートを寄付いただいたり、まかせて会員さんや
どっちも会員さん所有のものをつかわせてもらったり。また、まかせて会員さんが自らお知り合い
や市の交換銀行から譲ってもらわれたものを使わせていただく等していました。

この度、一挙に

台数が増え援助活動が円滑に進むことと思います。
今までに寄付いただきましたものと合わせて、皆さまで大切に使わせていただければと思っていま
す。ありがとうございます。

■■ 伝言板

■■

「そだちのじかん」

<要予約>

～助産師さんと話そう＠ハクハク茶小屋～

「一人ひとりの子どもに
寄り添う丁寧な支援とは
～発達障がいを知ろう～」

１回目・・１/２５(土) 産むこと
２回目・・２/２３(日) 育つこと
時間

10：30～12：00

参加費有

三宅昌子助産師さんのお話＆ＬＯＯＰＳ(ランチ)
お問い合わせ

講師 松村 齋先生
大垣女子短期大学教授
日時 令和２年３月１日(日)

ハクハク小屋ＦＢページ＆
参加申し込みフォームから

13：30～15：00
会場

コミュニティセンターきたの
大ホール

「活動報告」

対象

関心のある方どなたでも

平成 31 年度の活動報告は ３月発行

申し込み 不要

予定の会報でお知らせいたします。

問い合わせ

託児 なし

野洲市発達支援センター
電話 587-0033

皆様が持っている情報を交換しまし
ょう！(掲載したい情報があればお知
らせください)

