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平成22年（2 0 1 0 年）

お問い合わせは 子育て支援課（〒610-0195 城陽市寺田東ノ口16・17

☎56-4035 FAX56-3999）へ

サポートの流れ
事前打ち合わせ
ファミサポで地域や日時の合う人
をご紹介します。預ける前には、依
頼会員と子どもさん・援助会員・ファ
ミサポ職員の三者で打ち合わせをし
ます。援助内容にそって具体的に話
し合いをするので当日は安心して預
けていただけます。

★依頼と ☆援助の思いをつなぐ♪
★保育施設へ送迎が出勤時間ギリギリで大変
★病院へ行きたいけど子どもはどうしよう
★家族が急に病気・・・。子どもの世話が

★第２子出産。入院中、上の子をどうしよう
★結婚式に招待された。でも赤ちゃんがいて

近所づきあいが薄れ、核家族化
が進む近年、いざという時に力に
なってくれる人が地域にいると安
心ですね。ファミサポはそんな願
いから生まれました。
「地域で安心子育て」
ファミサポが
応援します！

お預かり

ファミリー・サポート・センタ
ー（ファミサポ）では、安心して
子どもを育てられるまちをめざし
て、会員を募集しています。

ファミリー・
サポート・センター
☎（５６）
０２３０ 市役所南西角
月～金 ９：００～１７：００

☆子どもが大好き

☆誰かの役に立ちたい

☆子育ての経験を生かしたい

☆地域の子どもたちを見守りたい

☆若いお母さんたちの力になりたい

依頼会員

市内在住で、自宅で子どもを預かる
ことができる人
センターの定める講習を受けていた
だきます（無料）
市内在住・在勤で、生後43日目から
おおむね10歳までの子どもがいる
人

ありがとう
ございました

子育ての強い味方！

援助会員

（援助会員
樋口 喜久江さん）
ファミサポを通して社
会とかかわることができ、
お役に立ててうれしいで
す。また小さな子どもさ
んからは活動のたびに元
気をもらっています。活
動の日を楽しみにしてい
ます。

ファミサポって？

（依頼会員
服部 五月さん）
今日は、上の子の学校
の三者面談でしたが、前
回は私の歯科受診のとき
にお願いしました。
安心して預けられるの
で、いつも助かっていま
す。

ファミサポは、育児の
子どもを育てている間
援助を受けたい人と育児 にも、いろいろなことが
の援助をしたい人が会員 あります。こんなときち
となり、会員同士で助け ょっと子どもを見ていて
合う組織です。仕事や用 もらえたら・・・と思わ
事 が あ る と き、 お 父 さ れたことはありませんか。
ん・お母さんの代わりに、 ファミサポでは、講習
援助会員が一時的に子ど を受け登録した援助会員
もを預かったり保育所な の人たちが待機してくだ
どへの送迎をしたりしま さ っ て い ま す。
「困 っ た
す。
ときはファミサポへ！」
また、ファミサポでは、 ファミサポは子育て中の
講座や交流会を通して、 みなさんの強い味方です。
会員同士の交流を深める
活動も行っています。

樋口さんのお宅は２回
目の希望ちゃん。大き
なボールを抱えてご機
嫌です。↓

そろそろお迎えの時間です。
「希望
 ちゃん、また遊びにき
てね。」↓

今日は15：30～17：00の預かりです。
ご主人も一緒に遊んでくださいました。
↑写真
（上）
左から樋口さん（援助会員）
樋口さんのご主人
服部 希望（のぞみ）ちゃん
（10カ月）

➡ 利用料

平日７：００～２０：００は１時間７００円
お問い合わせ
それ以外は800円
利用者には、市から１時間あたり２００円
（通常利用）
福祉センター
の補助があります
ファミサポ
登録料・年会費・保険料の負担はありません

➡ 申し込み方法

・・・
・・
・・・
・・・・

市役所

・・・・
・・・・
会員となる人の顔写真
（2.5㌢×3㌢・
・・・・
・・・・
半年以内に撮影・スナップ不可）
2枚と印かんを持参
詳しくはファミサポへ♪
して、ファミサポへお越しください
お気軽にお越しください♪
万一の事故に備え、補償保険に加入しています

この広報紙は再生紙および大豆油インキを使用しています

ファミリー・サポート・センター

電話・FAX

56−0230

城陽市

平成22年
（2010年）8 月21日

ファミリー・サポート・センター だより

（）

私も会員になりました♪
依頼会員

清見

幸恵さん

すぐに使うというわけではないのです
が、何かのときに安心かと思い登録に来
ました。これからは歯医者さんなど我慢
せずに行けると思うと加入しただけでも
気持ちが楽になりました。交流会などに
もどんどん参加したいと思っています。

ファミサポと一時保育

清見さんと
悠仁くん
（３歳）

「ファミサポって子どもの預
かりをサポートしてくれるとこ
ろですよね？」「でも、たしか
保育園にも一時保育というのが
あったような・・・？」
センターに来られるお母さん
から、時々こんな質問をいただ
くことがあります。

選べる４つのスタイル
市では平成19年度から、従来
の「一時保育」に加え保育園に
おける「休日一時保育」も実施
しています。ファミサポと合わ
せて「緊急・一時的な預かり」
には、下の表のように大きくわ
けて４種類あります。

いつ

どこで

面接に行きたい、短期の仕事
が見つかった、あるいは日常の
ちょっとした用事の預かりに、
まずは各施設にお気軽にご相談
ください。

だ保育園などへ通園できない場
合などに利用できます。詳しく
は、市役所子育て支援課へお問
い合わせください。

利用はニーズ
にあわせて
表を参考に利用方法や利用料
をよく見て、みなさんのニーズ
に合わせて上手に利用してくだ
さい。４つのスタイルで子育て
中のいざというときも安心です
ね！

病後児はこちらへ
また市では京都きづ川病院に
おいて病後児保育を行っていま
す。病気は治りかけているがま

どんなとき

利用料

・里の西保育園

☎５５－０２４３

・清仁保育園

☎５３－１３００

久世里ノ西66-1
富野乾垣内６７

・しいの木保育園☎５４－７５５６
・清心保育園

寺田林ノ口11-1１4

☎５５－０２３０
富野荒見田4

申し込み先

その他

①保育園・幼稚園の 平日 ７：００～２０：００
☆ファミサポを利
ファミサポに登録し
送迎
１時間７００円
ファミサポ
用する場合は、
年末年始・休日を問 ている援助会員（講
利用申し込み・受付は
②保護者の病気・急 （補助後５００円）
まずセンターへ
わずいつでも
習受講者）宅
ファミサポへ
（生後４３日目～
用など
それ以外は８００円
の会員登録が必
（宿泊を除く全時間帯）
（依頼会員宅に出向
☎５６−０２３０

おおむね１０歳）
③習い事の送迎
（補助後６００円）
要 で す。（登 録
く預かりも可）
④育児リフレッシュ 食事・おやつ代は別途実費
方法は表面をご
覧ください）
月～土
里の西保育園
①平均週１～３日就 １日（通常）
９：００～１７：００ ７：００～１９：００
労か通学
０～１歳児 ２,５００円 利用申し込み・受付は ☆当日の持ち物に
一時保育

（通常） 清仁保育園
②保護者の病気・冠 ２～３歳児 ２,２００円 直接各実施園へ
ついてはそれぞ
７：３０～１８：３０
（生後６カ月～就学前） 朝夕の時間延長あり
婚葬祭など
４～５歳児 ２,０００円 ☎連絡先は上記に記載
れの利用先にお
時間外は１時間
しいの木保育園
③育児リフレッシュ 昼食・おやつ代含む
問い合わせくだ

２００円加算 ７：００～２２：００
さい。
年末年始を除く
市役所子育て支援課へ
日曜・祝日の休日
①保護者の病気・冠 １日 ２,０００円
☎５６−４０３５
☆利用前に簡単な
休日一時保育 ８：３０～１６：３０
清心保育園
婚葬祭など
昼食・おやつ代含む
☆利用希望日の直前平
面談や事前打ち
（生後８カ月～就学前） 時間外あり（右記） ７：３０～１８：００ ②育児リフレッシュ ＊ただし主食のご飯は持参
日の２日前までに申
合わせが必要で
時間外加算はなし
し込み
す。利用日が決
まったら早めに
平日 ８：００～１８：００
病気は治りかけている
まずは市役所子育て支援
日額 ２,０００円
各利用先に相談
がまだ保育園などへ通
課へお問い合せください
土曜 ８：００～１２：００ 京都きづ川病院
病後児保育
食事代含む
しましょう。
原則７日以内
園できないとき
☎５６−４０３５

♪ お母さん手作りのカレーを持っ
てきました。
「いただきます！」
↑松本さん（援助会員）と
鶴巻 諒太くん（５歳）

援助会員の松本さん
にお世話になって３年
になります。いつもにこにこ笑
顔が素敵で、私も子どもたちも
松本さんのことが大好きです。
母を亡くした私にとって松本
さんは近くにいてくれる姉のよ
うな頼れる存在です。
ファミサポを通じて松本
さんのような素敵な方に出
会えてとても感
謝しています。 依頼会員

鶴巻

和美さん



援助会員希望者

講習会（無料）
平成２２年

１０月２６日（火）
場所：福祉センター ２Ｆ第２会議室
時間：９：３０～１２：３０

講習内容
＊子どもと子育て
＊地域での子育て支援とその現状
＊子どもの安全と応急手当

我が家で過ごし
た時間が、子どもさん
たちにとって子ども時
代の楽しい思い出にな
ったらいいなと思いま
す。

援助会員
松本 智佳子さん

ファミサポは、子ども
さんを見てくださる援助
会員のみなさんによって
支えられています。しか
し市内では地域によって
会員数に偏りがあるのが
実情です。
現在は久世小学校区・
久津川小学校区周辺にお
住まいのみなさんに特に
ご協力をお願いしたいと
思っています。

申し込み方法など詳しくは
センターまでお問い合わせ
ください
♪

松本さんに、今日一日のでき
ごとを楽しそうに話す諒太くん

当日保育ルーム有り
（要予約）

ファミリー・サポート・センター

電話・FAX

56−0230

