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ファミリー・サポート・センターの
QR コードです。

車のサポートをしていただいている

まかせて会員さんへ

移動サービス専用自動車保険の更新となります。
〇自家用車使用申請書

※同封の申請書、3 種

〇自動車検査証の写

類の書類の写を提出し

〇自動車損害賠償保険の写

てください。よろしく

〇加入済自動車保険証券の写（任意保険）

ホームページも

ぜひ、ご覧ください。

お願いいたします。

※自家用車使用許可の有効期限は、1 年です。
※車検証、自賠責、任意保険は、保険期間が更新されたら、提出
ください。ご不明な点は、説明させていただきます。ご相談ください。

令和４（2022）年５月から、感染症補償制度保険に加入しました。
「感染症補償制度」とは、ファミサポの活動中、まかせて会員が感染症に感染したことにより入通
院等した場合に、見舞金を補償するものです。※保険掛金の会員負担はありません。
より安心してまかせて会員さんに活動（預かりや送迎などのサポート）をしていただけるようにな
りました。入通院等の日数に応じて保険金が支払われます。

再度お知らせ

■■

お子さんが中学生になられた会員さんなどについて

■■

センターから送らせていただいています「会報」がこちらに戻ってきたり、メールや電話で連絡が取れなかっ
たりする会員さんがおられます。
市外に転居されて、野洲市で働いておられない場合は会員としては対象外になってしまいます。
次の皆さまに確認をさせていただきたいと思いますのでご協力よろしくお願いいたします。
◇送付した郵便物が返送されセンターに戻ってきている方
◇おねがい会員でファミサポのサポートを受けられる対象年齢１２歳を過ぎたお子さんの保護者さま
（サポ―ト対象は小学校 6 年生まで。）
次のいずれかのご返答をいただければと思います。
① お子さんがファミサポ活動対象年令を超えている → ＜退会＞

市民の皆さんと
交流会

② 子どもの年令は超えているが「まかせて会員」として活動することが可能

「人形劇

＆

子ども用品交換・譲渡会」

③ 下の子どもさんがおられる。（兄弟、姉妹など登録内容に変更がある）→ ＜子どもさんの登録＞
➃市内転居していて今後もファミサポおねがい会員としての登録を継続

親子や仲間で楽しいひと時を過ごしましょう～

⑤市外転居され、野洲市で働いていない

おもちゃ、服・靴など大切にリユース、交換・譲渡しましょう～♪

ご連絡が取れない場合

延期になっていました。交流会の開催日が決まりました。

令和４年

6 月２5 日（土）
先着

みっくす どーなつ さん

子ども用品交換・譲渡会

→ ＜退会＞

→ ＜退会＞とさせていただきます。

※退会の場合は、退会届の提出、会員証の返却などがあります。ご連絡ください。

２０名 （参加費 無料） 申し込み締め切り

公演：人形劇サークル

→ ＜新住所の登録＞

※既にメールや電話でご連絡いただいている方もいらっしゃいます。

１０：００～１２：００

コミュニティセンターきたの 研修室 １・２
人形劇のみ

→ ＜まかせて会員への移行＞

6 月１７日（金）

１０：００～ １１：００
１１：００～

１２：００

・人形劇は、小さな子どもさんが楽しめるものや、年長児や小学生が楽しめる
ものをお願いしています。ぜひ、親子や仲間でご参加ください。
・交換会からの参加もできます。お譲りいただけるものやお持ち帰り用の袋を
ご持参ください。
（当日不参加で、譲渡するものがある方は、連絡ください。）

※おねがい会員さんが、どっちも会員さんになってくださる、電話番号、メールアドレス、サポート内容
の変更など、その他、変更や退会などございましたら、お知らせください。
お手数おかけしますが、メール、電話、はがき（中学生の会員さんに、はがき同封）などで、ご報告よろしく
お願いいたします。今すぐ活動できないが変更希望など、ご相談も、お待ちしています。

■■

まかせて会員の懇談会をしました

🌸令和 4 年 3 月 3 日（木）9：30～11：30 北部合同庁舎

■■活動報告書より■■<令和 4 年４月〉

■■
2F

会議室🌸

「一年を振り返って」よりよいサポートができるように、思いや情報交換をしました。
皆さんの感想やご意見の一部を紹介します。
Ｑ いざという時のために、打ち合わせした
会員さんから連絡がない。連絡がないというこ
とは、サポートが必要ないということだと思っ
ているが、どうなっているのかな？
A 電車が遅延した時など、もしもの時のた
めに、つながっていただいている会員さん達が

Ｑ ファミサポを知らない方がおられる。周
知はされているのか？

T くん）プラレールで遊んでから、スタンプを押して遊

おられました。中身は、内緒だと、、、
。いいなぁ～

びました。
“はなまる”や“のび太君”など、いろんなス

4 月▲日（月）

分周知できていないと思っています。ホームペ

後、大きな車のクレーンで遊んだりブロックで消防車を

ックも作ったと見せてくれました。おいしそうでした。

ージや FACEBOOK などでも周知していきま

作ったり楽しんでいました。

4 月□日（月）

～

す。

まかせて会員さんやおねがい会員さんも、子

ポート前に、お子さんと顔合わせをしていただ

育てで困っておられる方や興味のある方に広

いています。

めていただければと思います。よろしくお願い

🍀週１回の送迎サポートで、お話を聞いたり、折

いただき、お子さんにとっても、素敵な経験だと思

り紙をプレゼントし合ったり、会員さんもお子さ

います。

んも、楽しい時間を過ごしておられますね。保育
園の他のお子さんも、ファミサポさんのことを知

■■
＜活動内容＞

令和 3 年度の活動報告
（令和 3 年 4 月１日

～

■■

ってくれて、「K くんお迎えだよ」と知らせてく

令和 4 年 3 月 31 日）

保育所・幼稚園の送迎

※入会申し込み後に、まかせて会員さんを数

お試しで使えたり、安心出来たりするのでは？

②

保育所・幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり

人ご紹介。もしもの時にもサポートいただける

などファミサポ助成の意見もいただきました。

③

学童の登校前の預かり

市にも意見を伝え、よりよいサポートができ

④

学童の送迎

2回

⑤

学童の迎え及び放課後の預かり

3回

⑥

学童保育所の朝の送り

「ヒヤリハットについて」

⑦

学童保育所終了後の送迎

①車で送迎時、目的地に着くと、ドアを開けてすぐに車から外に出たがる。

⑧

学童保育所の迎え及び帰宅後の預かり

⑨

保育所・学校等休み時の援助

⑩

保育所等施設入所前の援助

４回

⑪

保護者等の他の子どもの学校行事の場合の援助

５回

⇒ 手をつないで歩く。駐車場や歩道など、気を付ける。

⑫

保護者等の外出の場合の援助

４０回

子どもは、嬉しい時、周りを見ないで、走ったり飛び出したりすることがあります。年齢に合わ

⑬

保護者等の病気、その他急用の場合の援助

１２回

⑭

習い事の送迎

⑮

その他

８回

合計

１５３０回

※車をドアを開けても危なくないところ、安全なところに停めて、乗り降りする。

②園から出る時に、走って出る。

せてお子さんとしっかり約束をして、怪我のないようによろしくお願いいたします。
ガソリン代について
一昨年からアンケートを実施し、ガソリン代の実費徴収について検討しています。コロナ禍で、
負担も多く、昨年度は見合わせていただきました。今年度、ひきつづき検討していきます。ご協力
お願いします。

I さんの４月の報告書より～

ファミサポ利用で、いろいろな方たちと関わって

①

⇒ すぐに、飛び出ないことを約束する。確認をしてから、出る。飛び出さない。

紙のお返しをしたら、とても喜んでくれました☺
～

いれば、周知にもなるし、子育てで不安な方も

るように、協議していきたいと思います。

前回アイスの折り紙をもらったので、ケーキの折り

ほほえましく思います。

いたします。
◎母子手帳にファミサポ無料券などついて

T さんの４月の報告書より～

🍀まかせて会員さんのお子さんと一緒に遊ぶ姿を

楽しい交流会なども企画予定です。

打ち合わせから何年もたっている場合は、サ

ように、おつなぎしています。

お母さんにプレゼントを作ったと大事そうに持って

折り紙のアイスをもらいました。嬉しい❤ホットド

てファミサポを紹介していきます。（月 1 回）

おられます。

４月〇日（水）

タンプに「すごい！」と喜んで押してくれました。その

という安心感で、仕事ができている。
」と、お聞

せて会員さんとつながることを、心強く感じて

４月〇日（日）

A チラシ、広報などで知らせているが、充

今年度から、子育て支援センターとも連携し

近くに頼れる方がおられない方たちは、まか

＝「K くん（5 才）の送迎サポート（保育園）
」＝

今日は、3 人で（まかせて会員さんのお子さん２人と

おられます。「いざとなれば、頼れる方がいる
きしています。

＝「T くん（４才）の預かりサポート」＝

635 回
４７回
123 回

１４回
４６１回
７回
５７回

１１２回

れるそうです。
♡♡

まかせて会員の皆様、いつもサポート

ありがとうございます

♡♡

ご自身のお子さんと一緒に預かりサポート
で遊んでくださったり、ご夫婦でまかせて会
員をしてくださり関わっていただいたりな
ど、ご家族でサポートしてくださっている会
員さんもおられます。
子育て中の方も「可能な範囲でサポートし
ます」と、どっちも会員さんになってくださっ
ている方。「今は大変だけど、落ち着いたら、
まかせて会員になろうかな～」と思っておら
れる方も。
少しずつサポートの輪が、広がっていくこ
とに感謝です。
コロナ禍で大変な中、サポートいただきあ
りがとうございました。改めて、まかせて会員
さんの存在が、有難い一年となりました。
地域の皆さんで、協力し安心して子育てで
きる町となるように、センターも頑張ってい
きます。どうぞ、よろしくお願いします。

