＜地区別会員数＞

＜会員数＞（H22.7.31現在）

中央

東部

西部

７１名

３３名

４２名

２３名

９６名

まかせて会員

５２名

２４名

４８名

１９名

７０名

どっちも会員

７名

１１名

９名

４名

２０名

１３０名

６８名

９９名

４６名

１８６名

おねがい会員

２６５名

まかせて会員

２１３名

おねがい会員

どっちも会員

５１名
５２９名

合

計

合

計

南部

北部

＜活動数＞（H22.4.1〜H22.7.31）
活

動

内

容

回

数

子どもの習い事への送迎・付き添い

５０回

保育所・幼稚園へのお迎えとその後の預かり

４７回

保護者の外出(通院、他の子の用事など)の場合の預かり

２８回

保護者の短時間・臨時的な仕事の間の預かり

２１回

保護者の求職活動中の預かり

８回

子どもの学校行事の間の他の子どもの預かり

５回

保育所・幼稚園への送り

４回

放課後児童クラブ終了後の預かり

２回

その他

２５回
合

計

実際に活動をしている会員さんの声をお届けします。
今回はまかせて会員のＹさんです。短期間の援助から１年継続している援助まで、いろんなサポー
トをしていただいています。活動内容や、気をつけていること、思いをお尋ねしてみました。

・ 歯科診療 中の歯医者での
預かり
・家事の間の預かり
・ おねがい 会員体調不良の
ときの預かり
など…

１９０回

が
き
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市内 各地 でお こなわ れて いる
﹁ お遊 び教 室﹂ に︑フ ァミ サポ
の ＰＲ に出 向く ことが あり ます︒
そ こで 偶然 おね がい会 員さ んと
子 ども さん に出 会うこ とも しば
し ば︒ 登録 時以 来に会 うと ︑子
どもさんも大きくなっていてびっ
く り！ こう やっ てたく さん の方
と 出会 い︑ たく さんの 子ど もさ
ん の成 長を 見ら れるの は幸 せな
こ とで す︒ 今後 もお遊 び教 室に
は 出向 いて 行き ますの で︑ 見か
け たら 気軽 に声 を掛け てく ださ
いね︒
今回 紹介 した ﹁ぴょ んぴ ょん
が える ﹂を 親戚 の子︵ 幼稚 園年
中 さん と小 学生 ︶に作 って 渡し
た らと ても 喜ん でくれ て︑ 保育
園 の先 生が 教え てくれ るも のは
間 違い ない なぁ ！と実 感し まし
た ︒皆 さん もぜ ひ子ど もさ んと
一緒に遊んでみてください┐

╋ 暑い 日が 続い ていま す︒ 室内
で の熱 中症 も増 えてい ると のこ
と です ので ︑皆 様もど うぞ ご自
愛 くだ さい ︒楽 しい夏 にな りま
すように┘

フ ァミリ ー・ サポー ト・セ ンター なが さき

＜これまでの活動内容＞
おねがい会員さん宅での預かりが主ですが、幼稚園の体操教室に連れて行き、
一緒に参加する活動もしました。この年齢(？)になって、小さい子どもさんや若い
お母さん方と走ったり跳んだりなんて、普通では出来ない体験なので、ありがたく
楽しい活動でした。
＜活動するにあたって気をつけていること＞
①けがをさせないように細心の注意を払う
②子どもさん、お母さんのどちらの話もよく聞くようにする
③子育て経験者である分、余裕を持って接する。（「安心して預けられる」と思っ
てもらえるよう心がける）
④これが一番大事なことかもしれませんが、私自身が楽しんで活動する。そうする
と見えてくるものがたくさんあって、「あーがんばろう！！」と思えてきます。
その、見えてきたものとは…、
・子どもはとにかく可愛いという事。
・「この頃のお母さんは…」という先入観があったけれどとんでもなくて、若いお
母さん方はとにかく一生懸命子育てをがんばっているという事。（押し寄せる情
報の波の中で必死にがんばっている姿に、かわいそうになったりもします）
・世間は子育て世代に厳しいという事。
この活動を始めて１年、一言で表すと「感謝」です。
出会えた人たち、体験できた事、何においても「ありがたいなぁ」と思います。
この気持ちを持ち続けて一生懸命頑張ろうと思っています。
まかせて会員 Ｙさん(北部地区)より

6月24,25,28,29,30日の5日間で、今年度最初の研修会をお
こないました。たくさんの方に来ていただき、35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
ました。毎回たくさんの新しい出会いが嬉しい研修会です。
今回は保育所実習の日が土砂降り！(>o<)事故等心配でした
が、皆さんご無事でホッとしました。この時期はいつもお
天気が心配です…。参加してくださった皆様、ご協力くだ
定員を超える申込みがあ り、講義室はいっぱい
でした。たくさんの参加 、ありがとうございま

さった皆様、どうもありが
とうございました。今後と

したm(̲ ̲)m

もよろしくお願いします。

ぴょんぴょんがえる
大きな声で〜♪（＾０＾）〜♪♪

研修会で教えていただいたかえ
るさんをご紹介します。折り紙
で作る「ぴょんぴょんがえる」
と、厚紙と輪ゴムで作る「ぱっ
ちんがえる」です。ぴょんぴょ
んと跳ねて楽しいですよ♪子ど
もさんと一緒に作ってみてはい
かがですか？

材料（子ども1人分）
・木綿豆腐 … 60g
・豚ひき肉 … 20g
・しょうが … 2g
・
油
… 2g

★

味噌
…
8g
砂糖
… 1.5g
みりん … 3.5g
薄口しょうゆ … 2g
・きゅうり … 15g

★ 作 り方 ★
① 豆腐は大きめのサイコロに切り、ボイルする。
② 鍋に油をしき、しょうがを炒め、香りがして
きたら豚ひき肉を炒める。
③ ②に★の調味料で味をつける。
④ 豆腐の上に③の肉味噌をのせ、せん切りに
したきゅうりを盛り付ける。

ほてった体を冷やす効果のある夏野菜と良質のたんぱく質を効率よくとれ
ば夏バテ知らずです。旬の野菜を使った料理をたくさん食べて、暑い夏を

☆ 完 成 しま し た

ローザ保育園の白浜先生、ありがとうございました

耳を切り出し て、顔の先端を折り曲 げ
たら、うさぎにもなりました┓
他にもいろい ろアレンジできそうで す

＜おねがい会員登録会をおこなっています＞

ぱっちんがえる
住吉保育園
の川原先生、
愛宕保育園
の西島先生、
どうもあり
がと うござ

平日に事務所に来られない方のために、毎月最終土曜日に、市内の公民館等でおねがい会の登録会を
おこなっています。まわりで登録を希望されてる方がいらっしゃいましたらお知らせください♪

★８月の登録会 … ８月２８日 10:00〜16:00 / 北公民館（チトセピア３階和
室）
＜今後の予定＞
9月・2月…中央地区 / 10月・3月…西部 / 11月…東部 / 12月…南部 / 1月…北部
※予定は変更されることもありますのでご了承ください。日程や場所などについては「広報ながさき」

