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主 な 活 動 内 容

計

回

数

保育所・幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり

５６回

保護者等の外出の場合の援助

４７回

保護者等の短時間・臨時的就労の場合の援助

２１回

保育所・学校等休み時の援助

１７回

子どもの習い事等の場合の援助

１２回

保育所・幼稚園の迎え

７回

その他

４５回
合

計

通院、 他の 子ども の用 事、
講座参加など

歯医者付き添い
家 事など をし ている 間の
遊び相手
お ねがい 会員 体調不 良の
ための預かり
外出付き添い
幼 稚園・ 保育 園への 迎え
と習い事への送り
など…

２０５回

今回 のファミサポ だよりは、 いつもより 盛りだくさん でお送り しました。 皆様が普
段「こ こはどうなん だろう？」 と感じてい る疑問に、少 しでもお 答えできた でしょう
か。今 後も何かわか らないこと がありまし たら、いつで もセンタ ーへお問い 合わせく
ださい。
さて 、今年もいよ いよ残りわ ずかとなり ました。今年 １年、フ ァミサポを 支えてく
ださっ て本当にあり がとうござ いました。 今後ともどう ぞよろし くお願いい たします。
これか ら寒い日が続 きますが、 お身体に気 をつけて、楽 しいクリ スマス＆年 末年始を
お過ごしください 。皆様にとって良い１年とな りますように！

ファ ミリー ・サポ ート・ セン ターな がさき
【長崎市社会福祉協議会】
〒850-0054 長崎市上町1番33号
TEL:095-829-6244 / FAX:095-829-6245
E-mail:famisapo@ nagasakishi-sh ak you. or. jp
8

【長崎市保育会】
〒850-0873 長崎市諏訪町9番12号
TEL/FAX:095-829-7714
E-mail:support-hoikukai@ngs1.c nc m. ne.jp

※次回のファミサポだよりは４月発行予定です

11月21日に 「ファミリ ー・サポート ・センター ながさき」は じめての
スキルアッ プ研修会を おこないまし た。連休初 日・インフル エンザも流
行っている し…で参加 していただけ るか心配で したが、47名 の方に来て
いただくこ とができま した。研修会 前半は、復 習も兼ねて事 務局からの
制度説明と 事例報告、 後半は、活水 女子大学 健康生活 学部 子ども学科
教授の上出 恵子先生に 「子どもと絵 本」という 内容で講演を いただきま
した。たく さんの絵本 を、実際に読 みながら1冊1冊紹介され 、絵本にこ
められたメ ッセージや 、これまで知 らなかった 絵本の見方の 視点を知る
ことができ 、皆さん「 なるほど…！ 」ととても 納得した様子 。あっとい
う間の1時間40分 でした。絵本 の選び方な ど、子育て中 の会員さん にも、
まかせて会 員さんが活 動する上でも 、とても参 考になるお話 でした。
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・A・ﾄﾙｽﾄｲ・作、佐藤忠良・絵、内田莉莎子・訳『おおきなかぶ』福音館書店
・平山和子『くだもの』福音館書店
・たにがわしゅうたろう作、もとながさだまさ絵『もこもこもこ』文研出版
・わかやまけん『しろくまちゃんのほっとけーき』こぐま社
・ディック・ブルーナ『ちいさなうさこちゃん』福音館書店
・松谷みよ子・文、瀬川康男・絵『いないいないばあ』童心社
・やなせたかし・作・絵『あんぱんまん』フレーベル館
・岩崎良信・絵、矢崎節夫・文『ももたろう』小学館

子どもがいつも見ている顔が お父さんやお
母さんの正面の顔なので、子 どもが安心す
るようにうさこちゃんもいつ も正面を向い
てるのだそうです。本の大き さも、色使い
も、子どものために考えられたもの！

「 も もた ろ う」 にも い ろい ろ
で す 。読 ん でい ただ い たの は
この「ももたろう」でした。

・松井直・文、赤羽末吉・絵『ももたろう』福音館書店
・日本昔ばなしアニメ絵本『ももたろう』永岡書店

・ﾌﾗﾝｾｽ･ﾊﾞﾘｰ・作、おびかゆうこ・訳『にじをみつけたあひるのダック』主婦の友社
扇形の絵本。開くと虹のかたちに！

・布の絵本・ミッフィー
・ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾜｲｽﾞ･ﾌﾞﾗｳﾝ・作、ｶﾞｰｽ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ・絵、谷川俊太郎・訳
『ちっちゃなほわほわかぞく』童話館

ほんとうにちっちゃくて
ほわほわなかわいい絵本です！

ふむ
ふむ…

・ﾙｲｽ･ｷｬﾛﾙ原作、ﾛﾊﾞｰﾄ･ｻﾌﾞﾀ作、わくはじめ訳『不思議の国のアリス』大日本絵画
・太田大八・作・絵『かさ』文研出版

しかけ絵本。
すごい迫力です！

・長新太・作・画『ごろごろにゃーん』福音館書店
・長新太・作・絵『キャベツくん』文研出版

・いわむらかずお、ｴﾘｯｸ･ｶｰﾙ『どこへいくの？ともだちにあいに！』童心社

布 の絵 本、変 形絵 本、 しかけ
絵 本、 文字の ない 絵本 、縦に
開 く絵 本など 、い ろん な種類
の 絵本 があっ て、 見て いるだ
けで楽しくなります(^u^)

・まつおかたかひで『ぴょーん』ポプラ社
・齊藤五百枝・絵『桃太郎』（新・講談社の絵本）講談社
・ﾚｵ･ﾚｵｰﾆ・作、藤田圭雄・訳『あおくんときいろちゃん』至光社

日本 の絵 本は、 縦書 きも 横
書き もで きるの で、 表現 力
の幅が広いんだそうです。
なるほど〜！

今回は託児の子どもさんは４人と賑やかでした。
お天気がよかったので、公園にも行きました。
写真は、ありさんを見つけたところです！

10月 19日 〜23日の５ 日間で 、ま かせて
会 員養 成研修 会を おこな いま した 。今回
は 18名 のま かせて 会員さ ん、 ４名 のどっ
ち も会 員さん に登 録して いた だき 、この
研 修会 で、ま かせ て会員 ・ど っち も会員
を 合 わ せた 人 数 がち ょ う ど2 00名 と なり
ま した 。そし て今 回はじ めて 、お ねがい
会 員か ら研修 を修 了して どっ ちも 会員に
な った 方がい らっ しゃい まし た。 今回は
５ 日間 連続し ての 開催と なり 、受 講者の
皆 様に は大変 だっ たと思 いま すが 、最後
ま で熱 心に受 講し ていた だき 、あ りがと
う ござ いまし た。 今後と も、 どう ぞよろ
し くお願いいた します。
託 児ボ ランテ ィア にご協 力い ただ いた会
員 の皆 様、残 念な がら今 回は お断 りさせ
て いた だいた 皆様 も、本 当に あり がとう
ご ざいましたm(̲ ̲)m
次 回の 研修会 は、 ２月末 〜３ 月初 旬の予
定 です 。広報 なが さき２ 月号 でお 知らせ
い たします。

・ﾊﾝｽ･ﾌｨｯｼｬｰ・文・絵、石井桃子・訳『こねこのぴっち』岩波書店
・飯野和好・作『ねぎぼうずのあさたろう・その１』福音館書店
・いせひでこ・作『ルリユールおじさん』理論社

大切なものに「手を かける」こと、
子育てにも言えることだと納得…

・めく る方向と絵の 向き
例えば登場人物がどこかへ向かっている場面で、絵本をめくる方向と絵の向きが逆に
なっていると、不思議と動きが止まって見えるのです。

・絵と 文が合ってい るか
本の大きさによって、絵が切り取られていたりすることもあるそうです！

・音読 してみる
言葉の使い方に違和感はありませんか？

５ 日 間の 集 中 研修 は 大 変で
し た が、 有 意 義な も の でし

子供がまだ小さいので、サポー
ター とし て勉 強す るだ けで な

た 。 忘れ て い たこ と を 思い
出 した り、 懐かし んだ りと、

く自 分の 子供 の勉 強が 今実 践
できたのでよか ったです。

大 変 勉強 に な りま し た 。こ
れ か らの 活 動 に生 か し てい
きたいと 思います。

ご 近所さん もまか せて会員 に
興 味がある と言っ ていまし た

充 実 した ５ 日 間で し た 。ま
た 新 たに 子 育 てを 勉 強 でき

が 、研修会 の日程 がつまり 過
ぎ ていて難 しいと 話をして い

てよかっ たです。

ました。

・版を かさねている もの
本の一番最後に「○○ 年○月○日初版発行

○○年○月第○○刷… 」と書いてありますね。

何度も刷られているということは、それだけ多くの人に読まれているということ。
どうしても迷ったときには絵本の一番最後を見てみてはいかがでしょう。
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研修内容がとても参考になっ
た、というご 意見の一方 、
5日間 の 日程 を 一度 で 受 け
るのは難しい 、もっと頻 繁
に研修会があ れば…とい う
ご意見もいた だきます。 確
かに 、 5日間 の 受講 は 大 変
で、お仕事を されている 方
などは尚更の ことと思い ま
す。今後、研 修会の日程 等
についても検 討していき た
いと思ってい ます。貴重 な
ご意見、あり がとうござ い
ました。
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●ずっと同 じ方にお世話 になっていま す。人見知り の
強い子な ので、様子を 理解していた だいており、 親
として安心してお願いできています。
●子どもを 預けるという ことは、踏み 出す一歩が一 番
エネルギ ーが必要だと 思います。安 心してお願い で
きる環境はとてもありがたいと思っています。

Ｑ．事前打ち合わせは、いつ・ どこでや る んですか？
●保育園 のお迎えを しており ますが、 その日に 作った折 り紙をプ レ
ゼント してもらっ たり、似 顔絵を描 いてもら ったりす るととて も
うれし いです。お 母さんと 話して、 今どきの 子育ての ことを教 え
てもら ったり、私 の方から 離乳食や お弁当の ヒントを 教えてあ げ
たり、楽しく交流させてもらってます。

Ａ．活動前に、お互いの都合の良い時間と場所でおこ ないます。（できれば、活動をする場所 で、子ども

●先日歯 科で２才の 女の子を 預かりま した。お 母様の治 療中に、 本
を読ん だり、シー ルはりを したり、 外に散歩 に出たり して過ご し
ました 。夕方お母 様から「 助かりま した」と ていねい なお礼の 電
話をも らい嬉しか ったです 。無理を せず長く 続けてい けたらい い
と思います。

活動の確認ができるようにしておいてください。 センターへ提出しなければならないわけ ではありま

●子ど もたちと 接していや されます 。若いお 母さんた ちの相談 相手
にな れたらな と思い接し ています 。おしつ けではな く、自分 の経
験など（失敗 など含めて）話せる関係で いたいと心がけています。
泣き やまない 子が、安心 して寝て くれた時 など、「 ホッ」と する
と同時に喜びを感じます。

さんも交えておこなうのが理想的です。）

Ｑ．事前打ち合わせ票はどうする んですか？セン ター へ提出する 必 要がありますか？
Ａ．事前打ち合わせ票は、2枚複写 になっていますので、打ち合わせ後はお 互いに1枚ずつ持っ ておいて、

せんが、FAXでの送付によって、打ち合わせ終了の報告に代えることができます。

Ｑ．事前打ち合わせ終了の報 告は、おねがい会員と まかせて会 員どちらがする んですか？
Ａ．どちらがしなければならないという決まりはあり ませんので、打ち合わせのときにどちら から報告す
るかもお話していただければと思います。

Ｑ．毎回事前打ち合わせ票 を使わなくてはなりませんか？
Ａ．例えば、「一度打ち合わせを済ませている」「前 回と同じ会員で活動する」ような場合は 、連絡先や
子どもさんの情報に変更がなければ、活動ごとに 事前打ち合わせ票を使わなくても構いま せん。その

●はじ めての活 動は、ちょ うど人見 知りの頃 のお子さ んで、お 母さ
んが いなくな ると全身で 泣いてい ましたが、 30分位 で泣き疲 れて
寝て しまいま した。泣か れはしま したが、 私の肩に 小さな頭 を預
けて 寝ている お子さんが とてもか わいく思 えました 。やっぱ り赤
ちゃんってかわいいですね。
● 援助活 動を行う にあた って、お ねがい 会員さん とのコ ミュニ
ケーシ ョンをは かり、 気付いた ことが あれば事 前に連 絡を取
り合い、信頼関係を きずいていくこと が大切だと感じ ました。
● 2度 、活動 の機会が ありま した。2度と も長時 間の預か りでし
た。家 族も一緒 になっ て接する ことが でき、自 分の子 育ての
頃を懐 かしく思 い出し ました。 お弁当 ・おやつ 持参で 来てい
たので すが、私 たちが 食べるも のを欲 しがり、 全く与 えない
という のはやは り難し いなと思 いまし た。打ち 合わせ の時に
「あげ てもいい ですか 」と確認 してお いて良か ったと 思いま
した。

際にも、活動内容や時間、場所などは毎回必ずお互いに確認するようにしてください。

Ｑ．事前打ち合わせに費用はかかりますか？
Ａ．事前打ち合わせにかかる費用は、規程されていません。

Ｑ．毎回同じ 方にお願いしています。毎回セン ター へ申し込みしなければなりませんか？
● お 預か り し た 子ど も さ ん か
ら 「大 好 き 」 と抱 き つ か れ
す ごく 幸 せ に 感じ 、 こ の 活
動 をや っ て い てよ か っ た と
思いました。ただ、私の言っ
た 通り 、 私 の 仕草 の 通 り を
ま ねし た と こ ろを 見 た り 聞
い たり し た 時 は、 冷 や 汗 が
出 まし た 。 言 動に は 注 意 し
な くて は い け ない な ！ と 思
いました。

Ａ．会員同士の了解があれば、おねがい会員からまか せて会員へ、直接依頼をしても構いませ ん。ただし
その際も活動前にセンターへの連絡を必ずお願いしま す。(センターが開 いていない時間帯は、FAXや
メールでの事前連絡で可。)センターが把握していない活動については保険の適用外になります。

Ｑ．事前打ち合わせと 当日の活 動時間にずれが生じ たら保険の適用はどうなりますか？
Ａ．活動内容に変更がなく、会員同士で連絡が取れて いるのであれば、活動時間が予定と前後 するのは問
題ないかと思います。ただ、１〜２時間の短時間 の予定が４〜５時間の長時間になった場 合などは、
活動内容自体が依頼内容と異なっている・または 追加の援助があったと判断されますので 、万が一事
故が起こった場合、センターで活動の把握ができ ていないので保険の適用が難しくなるこ ともありま
す。いずれにしても、活動内容に変更があったと きや時間の変更があったときは、必ず会 員同士で連
絡をとった上でセンターへ連絡するようにしてください。
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Ｑ．ス キルアップのために市の施設での託児ボ ラン ティアなどできないでしょうか？
Ａ．市の施設（アマランス・公民館）をはじめ、他の イベントでの託児等について、まかせて 会員の方に

Ｑ．活動報告書は毎回 作成する んですか？

活動してほしいと考えていますが、保険の問題等があり、現在、関係課と調整をしているところです。

Ａ．活動の報告書は、毎回、活動ごとに作成します。

また、託児の依頼をどこで受けて、どのように会 員さんへ連絡するかなどの体制を整える 必要があり

例：同じ 日に保育園へ の朝の送りと 夕方のお迎え の活動をする 場合は、朝と 夕方で報告書 を1部 ずつ

ます。今後、関係課やセンターと協議のうえ、保 険や連絡体制などの仕組みが整いました ら、まかせ

作成します。作成した報告書は、翌月の５日までにセンターへ提出してください。

て会員の方へご連絡することになると思います。（長崎市より）

Ｑ．報酬の受け渡しはいつおこなうのですか？
Ａ．原則として、活動終了後にその場でその都度おこ ないます。ただし、中にはおねがい会員 とまかせて
会員が会わない活動もあります。（保育園へお迎 えに行って、そのまま習い事まで送るな ど）その際
の受け渡し方法は、事前打ち合わせの時によく話をしておく必要があります。

Ｑ．報酬の受け渡しの際に気をつける こと はありますか？
Ａ．時間と金額が合っているか、確認しましょう。特に 、料金区分がかわる19時をまたぐ場合 の計算は、
十分に確認しましょう。料金が多い、足りない、 ということがないように、お互いに確認 しあってく
ださい。おつりのないように封筒に入れてお渡し するなどすると、スムーズにおこなえま す。子ども
の年齢が大きくなると、子どもの目の前でお金をやりとりすることへの配慮が必要になってきます。

Ｑ．会員数や 利用状況を知りたいです。
Ｑ．利用した方の感想や 援助してく ださる 方の思いを伺いたいです。
Ａ．次ページ、最終ページをご参照ください。

Ｑ．どんな広報活動をしている のですか？（ まだ知らない人が多いです！）
Ａ．①行政からの周知
広報ながさき、週間あじさい（民放テレビ）、ケーブルテレビ出演、ラジオ、タウン誌取材、
チラシ設置（行政の窓口）、子育てガイドブック、市職員・家族への周知、現在作成中の生活
便利ブックにも掲載準備、来年度開設予定の子育て情報ホームページでも紹介予定
②センターからの周知
幼稚園・保育所へのチラシ配布（園児数）、子育て支援センターでの周知、子育てのフリーペーパー

Ｑ．おたふ く風邪や 水ぼうそ うな どの病気で、症状 がなく なってから２ 〜３ 日 保育園から の登園許可 が

への掲載

出ない場合の預かりはできますか？
Ａ．病児の預かりはできませんが、病気回復時期に安 静にして子どもをみるような段階になる と、病後だ
ということや現在の子どもさんの状況を了解して いただいたうえで、預かってもいいとい うまかせて
会員さんがいれば、預かりが可能な場合もあります。

Ｑ．長崎市の歯科健診 サポー ター にも登録しましたが、その活動状況を知りたいです。
Ａ．9月までに登録していただいたま かせて会員・どっちも会員さんのうち、 122名の方が歯科 健診の保育
サポーターとして登録されました。歯科健診も11月 から稼動していますが、11月末現在、 ６名が活動
され、７名の子どもさんを預かりました。この活動は、長崎市子ども健康課から直接依頼があります。

Ｑ．これ から先、病児保 育や ６ ヶ 月未満 の赤ちゃ んの預 かりについて、支援 ができる よ うな体制はで きま
すか？
Ａ．病児を預かるためには、小児科医との連携が不可欠であり、また、まかせて会員の養成研修に加えて、
病児の預かりの研修をする必要があります。さら に、緊急時の対応に備えて、センター自 体も２４時

Ｑ．おねがい会員の登録は、すぐにできますか？
Ａ．おねがい会員の登録は、制度や利用の仕方の説明を聞いていただいてか らの登録になりますので、30
分程度かかります。登録の受付はセンターで随時おこなっていますので事前にご連絡ください。

間連絡がとれる体制をつくる必要があるなど、実施に向けて、クリアすべき課題が多いのが現状です。
６ヶ月未満の赤ちゃんを預かることについても、 実家の手助けが受けられない産後すぐの お母さんへ
のサポートとして、家事援助と併せて、実施を検討しているところです。
現在のファミリー・サポート・センターは、預か る方ができる範囲でやってもらえるよう 、比較的扱
いやすいお子さんとして、首がすわった６ヶ月以 降の元気なお子さんについての預かりを 行っていま
すが、病児や新生児への対応は、さらに技術や知 識の習得が必要になり、まかせて会員の 責任も大き
くなります。長崎市は、ファミリー・サポート・ センター自体が始まってやっと１年経っ たところで

Ｑ．今後もス キルアップ研修会をおこなう予定がありますか？
Ａ．スキルアップ研修会は、今後も引き続きおこなっ ていく予定です。研修だけでなく、会員 同士の交流
の場も作っていけたらと考えています。

Ｑ．ス キルアップ研修会のと きの託児は誰がしている のですか？
Ａ．今回は、講話をいただいた上出先生に協力をいた だいて、活水女子大学子ども学科の学生 さんにボラ
ンティアで来ていただきました。

すので、他都市の状況を参考にしながら、体制づくりを進めていきたいと考えています。
（長崎市より）

Ｑ．フ ァミサポでは一人親の子どもさんの紹介はないのでしょ うか？一 人親の方をサポー トする まかせて
会員のよ うなものがある と 聞いたのですが…
Ａ．ファミサポの会員さんにも様々な環境の方がいらっしゃいますし、一人親家庭に対して家事や保育サー
ビスを行っているものに「日常生活支援事業」が あります。これは、母子寡婦福祉会でフ ァミサポの
ように会員間でおこなわれている活動になります。
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