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１０年目に向けて

城陽市ファミリー・サポート・
センター
（以下ファミサポ）は、
平成２３年１０月で設立から９
周年を迎えます。
「地域ぐるみ
で子育てを！」を合言葉に、
さまざまな出会いの中で依頼
会員と援助会員の子育ての輪
が広がってきました。
新たな１０年目のスタートに
向かって、より一層の市民の
みなさんのご支援ご協力を
お願いいたします。

ただいま活動中！

（依頼会員）
西垣直子さん
と明花里
（あかり）
ちゃん

人と人とのつながりを大切に！

ファミサポは、市民のみなさんによる有償ボ
ランティアですが、
「家族以外に子どもの成長
を一緒に見守ってくれる人がいる」という顔の
見える地域のお付き合いをめざしています。自
分たちの住むまちで、世代を超えた人と人との
つながりを大切にしています。

西垣さん×笹原さんの活動内容
・月１回ペースで利用
・１回の利用時間 約２〜３時間
・利用開始時期 生後６カ月

ご近所さんに
相談する気持ちで！


笹原享子さん

☆援助会員

明花里ちゃんは、ただい
ま可愛い盛り。ハイハイ、
つかまり立ちと、会うたび
にできることが増えていて、
私も一緒に成長を楽しませ
てもらっています。
お預かりの日は、うちの
子 ど も た ち も、
「学 校 か ら
帰ったら会えるかな？」と
うれしそう。明花里ちゃん
はすっかり我が家の人気者
です。
援助会員

今から少しの時間、笹原さんちの
明花里ちゃんです♪

ファミサポに登録したい

「ちょっと子どもを見ていてほしい」
急な用事や通院、仕事探し、育児リフレッシ
ュなど、利用内容はさまざまです。
「困ったとき、ご近所さんに相談する」
そんな感覚で、ぜひみなさんもファミサポに
気軽に相談してください。

ファミサポ申し込み方法
センターへ来所
申込書に記入（印かん・写真
〔２.５×３センチ〕２枚持参）

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

−ファミサポ９周年−

ファミサポは、地域で子育てを助け合うため
の会員組織として、平成14年10月に誕生。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。用事や仕事があるとき、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
を預かったり、保育所などへの送迎をしたりし
ます。

（援助会員）
笹原享子さん
のお膝で

子育て中のおもちゃを大切に残して
おられる笹原さん。音の出るおもち
ゃは明花里ちゃんのお気に入り！

新たなステップ

地域ぐるみで子育て！



父の病院の付き添いのた
めに利用しています。預け
ることに対して不安もあり
ま し た が、 笹 原 さ ん に お 願
い し て、 そ の 不 安 も ふ っ 飛
びました。
いつもニコニコ優しく迎
えてくださり、親子ともど
も本当に感謝しています。
依頼会員
西垣直子さん
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★依頼会員

11

＊今 号では裏面に「ファミサポQ＆A」を掲
載しています。利用方法や利用料など参考
にしてください！

お問い合わせ先
城陽市ファミリー・サポート・センター
TEL・FAX ５６－０２３０

★依頼会員
これでいつでも利用ＯＫ！
☆援助会員
センターの定める講習会を
受講後、活動ＯＫ！

ファミリー・サポート・センター

電話・FAX

56−0230

平成23年
（2011年）8 月11日

城陽市

ファミリー・サポート・センター だより

「ファミサポ」 友だちやご近所からと

ファミサポって何ですか？

きどき耳にするけれど、はっきりとは知
らなくて、とおっしゃるみなさん。初め
ての人も、もうすでにご存じの人も、今
回のQ＆Aで知識を深めて上手に使って
ください。

どんなときに預かって
もらえますか？

利用料はどれくらいですか？

・保育所や幼稚園などの送迎
・子どもの放課後の預かり
・子どもの習い事の送迎
・外出、他の子どもの行事のとき
・学校、保育所などが休みのとき

市では「じょうよう冒険ランド
プラン（後期計画）
」に基づき、
会員組織による子育て支援サービ
スとして、ファミリー・サポー
ト・センター事業を行っています。
所管課は、福祉保健部子育て支援
課です。健やかな子どもの成長を
願い、安心して子育てができる
地域社会づくりをめ
ざしています。
・保護者の病気や急用
・短時間の就労
・就職活動（面接など）
・育児リフレッシュ
その他、お気軽に
センターへご相談ください。

●
➡ 利用料

平日７：00〜20：00は１時間700円
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）の補助があります
万一の事故に備え、補償保険に加入しています
登録料・年会費・保険料の負担はありません

また、保育園や習い事の送迎な
ど自宅以外での活動もあります。
私も会員になりました♪
依頼会員 益田 緑さん
ファミサポのことは、城陽市のネット（ホームペー
ジ）で知りました。急用で誰にも預かってもらえない
ときだったのでとても助かりました。人に預けること
が初めてで、まだ２カ月ということもあり不安もあり
ましたが、とても親切で良い方で安心して預けられま
した。

預ける♪

原則として援助会員の自宅とな
ります。ただし、やむを得ないと
認められる場合は、依頼会員宅で
行うこともできます。

初回事前
打ち合わせ

センターに
電話する☎

利用したいなと
思ったら！

どこで預かって 
くださるのですか？

初めて知らない人に預ける
のは不安ですが…

補助金についてもう少し
詳しく教えてください

活動依頼した依頼会員には市から利用料の 
一部が補助されます。
①活動後、援助会員には規定の利用料を支払う。
②のちに市から依頼会員の届けた銀行口座に 
通常利用１時間あたり200円

を補助金として交付。（例）

平日７：00〜20：00

なら実質１時間500円

（補助後）で利用して

いただけます。

援助会員には何か特別
な資格がいりますか？
資格はいりません。
市内に在住で、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。
（有償ボランティア）
＊ただし、大切な子どもさんを預か
っていただく活動ですので、センタ
ーが行う講習（無料）を受講してい
ただきます。

お問い合わせ
城陽市ファミリー・サポート・センター
月〜金
TEL・FAX

９：00〜17：00
５６－０２３０



活動の日時、内容などについて、
依頼会員と援助会員は必ず初回事前
打ち合わせをします。センターのア
ドバイザーも同席しますので、不安
なことやわからないことは何でも質
問してください。

預かり当日の細かな内容に

沿って話し合いを

しますので、安心

して預けていた

だけます。

仕事をしていないとファ
ミサポは利用できない
のですか？
仕事の有無は関係ありません。
依頼会員は、子どもを持つすべての
親が対象です。
＊依頼会員：市内に在住か在勤で 
子どもの対象年齢は生後43日目か
らおおむね10歳
援助会員
（無料）
希望者 ＊講習会＊

10月28日
（金）
時間：９：30〜12：30
場所：福祉センター

講習内容
・
『〜マゴワヤサシイって〜 
安全・安心・生命を守る食べ方』
・『子どもと子育て』
・『子どもの安全と応急手当』
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

福祉センター

ファミサポ
益田さんと任（じん）くん

（2）

市役所

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

