
大きなゆとりに大きなゆとりに
少しの時間を少しの時間を

春から春からはは
いざというときの
子育ての味方！

妊婦健診または
乳児健診の際に

（左から）服部三智代さん
　　　　　　（援助会員）・
　　　海

かい

斗
と

くん・蓮
れん

太
た

くん
　　足立友美さん（依頼会員）

（左から）岩本真基子さん
　　　　　（両方会員）
永谷あゆみさん・雨

あま

音
ね

ちゃん
（依頼会員）

（左から）
鉄
てっ

平
ぺい

くん
大川貴子さん
（依頼会員）
英
えい

貴
き

くん

▲この活動がご縁で、岩本さん
は雨音ちゃんをモデルに絵本を
制作。雨音ちゃんに読み聞かせ
る岩本さん

＊ 活動依頼した依頼会員には市から通常利用の
場合１時間あたり２００円が補助されます。
詳しくはセンターまでお問い合わせください

入会手続きは簡単！

　出産前の妊婦健診や、
出産後は乳児健診の日
に、上の子を預かって
もらいました。本当に
助かりました。　（足立）

　入園時の「慣らし保育」
で保育園の迎え時間が早
い時に、岩本さんにお世
話になりました。　（永谷）

　昨夏、私の入院でファ
ミサポを利用しました。
　保育園お迎え後に夕食
提供もしていただき、息
子たちが大変お世話にな
りました。（大川）

　ファミリー・サポート・センター（以下ファミ
サポ）は、地域で子育てを助け合うための会
員組織です。子育ての手助けをしてほしい人
（依頼会員）と、お手伝いをしたい人（援助会
員）とで構成されています。仕事や用事がある
とき、お父さん・お母さんの代わりに、援助会
員が一時的に子どもを自宅で預かったり、保育
所などへの送迎をしたりします。
　子育て中に「困ったな！」という時は気軽に
ファミサポに相談してください。

　お問い合わせ
　ファミリー・サポート・センター
　　　TEL･FAX　５６－０２３０
　　月～金　９：00～５：00

母親の入院の際に

入園時の
慣らし保育の際に市内在住・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

市内在住で、自宅で子どもを
預かることができる人
送迎など外での活動もあります

依頼会員・援助会員ともに、直接セン
ターに登録にお越しください。（入会無料）

持ち物・印かん・顔写真（2.5×3センチ）
＊ 後日、援助会員にはセンターの行う講習を
受講していただきます（無料）

依
頼
会
員

援
助
会
員 利用料（報酬）の基準

活動日 活動時間 １時間あたりの
利用料（報酬） 補助後

平　日

7：00～
20：00 ７００円 ５００円
上記以外の
時間帯 ８００円 ６００円

土・日・祝、年末年始 ８００円 ６００円

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

ファミリー・サポート・センターだよりファミリー・サポート・センターだより

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

発行 　城 陽 市
編集 　子育て支援課

特集号 33　1　1
平成25年（2013年）
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保育所などの送迎
（送迎前後の預かりを含む）

子どもの習い事の送迎

短時間の就労

保育所入所前の援助

病気や急用

学校、保育所
などの休み

子どもの放課後

外出、他の子どもの行事

その他
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１位　保育所などの送迎
２位　子どもの習い事の送迎
３位　外出・他の子どもの行事

①小学校区別会員数　　（単位：人） （平成24年12月末現在）

久津川 古川 久世 深谷 寺田 寺田南 寺田西 今池 富野 青谷 その他 計

依頼会員 ３９ ２６ ７２ ３６ ８３ ４３ ３９ ５０ ５６ ３７ ２ ４８３
援助会員 １２ ５ １４ １３ １３ １３ ７ １７ １６ １２ ０ １２２
両方会員 ２ １ ５ ０ ９ １ ５ ４ １０ ７ １ ４５
計 ５３ ３２ ９１ ４９ １０５ ５７ ５１ ７１ ８２ ５６ ３ ６５０

 （その他：城陽市に在勤）
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平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

（59＞48） （61＞52） （68＞35） （61＞57） （46＞40）

援助会員
依頼会員
両方会員
総数

（人）
②会員数の推移　（各年度１２月末現在） ③登録時の依頼の有無と依頼のない会員の登録目的

　（依頼会員） （平成２４年１２月末現在）

⑤活動内容別利用状況 （平成２４年４月～１２月末）

受付時間：月～金曜日　９：００～１７：００
ファミサポ

④会員の割合
（平成２４年１２月末現在）

表の見方
依頼あり 依頼し、利用した

依頼したが身内で対応できたため、利用せず
依頼なし もしもの時に備えて登録した

今すぐの利用はないが、安心のために登録した

カッコ内（入会数>退会数）

両方会員
45人 援助会員

122人

依頼会員
483人

45％
14％

8％

33％

　ファミサポのことは「こんにちは赤ちゃん」
で乳児訪問してくださった保育士さんに聞き
ました。今後自分の習い事などで、ほんの１
～２時間預かってもらえたら助かるなと思い
登録をしました。

石田　雅
ま

美
み

子
こ

さん（依頼会員）

石田さん・咲
さ

希
き

ちゃん

私も会員になりました

短

　上のグラフ③からもわかるように、
入会登録した依頼会員のうち、すぐに利
用した人は約半数です。あとの半数は、
「もしもの時に」「今すぐには何もないが、
安心のために」と登録をされています。
またグラフ⑤を見ると、保護者に代わ

って保育施設や習い事の送迎をする内容
が１、２位を占めていますが、３位の保
護者の外出では、祖父母の介護や保護者
自身の通院など在家庭のお母さんの利用
もありました。いざという時のためにフ
ァミサポの登録をお勧めします。

４月23日（火）
時間　１３：３０～１６：３０
場所　福祉センター

＊当日保育ルーム有（要予約）
ファミサポの援助会員希望者対象の講習会です。
お問い合わせはセンターまで（受講無料）

援助会員
市内に在住し、心身ともに健康でファミリー・サポート・
センター事業に対して理解と熱意を持って活動できる人

☎ファミリー・サポート・センター

 　TEL・FAX　５６－０２３０
福祉センター（社協）

市役所

城陽市　ファミリー・サポート・センター だより

 守るのは　気づいたあなたの　その勇気　　児童相談所　全国共通ダイヤル　0570－064－000
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