＜会員数＞（研修会終了後現在）

中央

東部

おねがい会員

８１名

３７名

４７名

２３名

１１６名

５４名

まかせて会員

５５名

２７名

５０名

２４名

７３名

５８７名

どっちも会員

８名

１０名

９名

５名

２２名

１４４名

７４名

１０６名

５２名

２１１名

おねがい会員

３０４名

まかせて会員

２２９名

どっちも会員
合

計

ファミサポだより vol.6

＜地区別会員数＞

合

計

西部

南部

北部

平成22年11月
ファミリー・サ ポート・セ ンターな がさき

＜活動数＞（H22.8.1〜H22.10.31）
活

動

内

容

回

数

子どもの習い事への送迎・付き添い

３５ 回

保護者の短時間・臨時的な仕事の間の預かり

２０ 回

保育所・幼稚園のお迎えとその後の預かり

１５ 回

保護者の外出（通院・他の子どもの用事）の間の預かり

９ 回

保育所・学校等休みの時の援助

８ 回

保育所・幼稚園の迎え

３ 回

他の子どもの学校行事などの間の預かり

３ 回

保護者等の病気、その他急用の場合の預かり

３ 回

その他

10月22日に、まかせて会員・どっちも会員を対象にスキルアップ研修会、10月26日〜
11月1日に、今年度２回目のまかせて会員養成研修会をおこないました。参加してくだ
さった皆様、ご協力くださった皆様、どうもありがとうございました！！

・保育所・幼稚園の迎え
・保護者等の求職活動中の
預かり
・歯医者など、病院待合室
での預かり
・家事の間の預かり
など･･･

４５ 回
合

計

１４１ 回

が
き

【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 -h oikukai@ngs1.c nc m. ne.jp

と

【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-shak you. or. jp

あ

まか せて 会員 養成研 修会 は︑
少 ない 時で も三 十名程 の参 加が
あっています︒終了後のアンケー
ト では ︑﹁ いろ んな人 と出 会え
て 良か った ﹂と 言って いた だけ
た り︑ 現在 子育 て中の 方に も︑
﹁ 自分 の子 育て の参考 にも なり
ま した ﹂と 言っ ていた だけ たり
⁝ ︒毎 回︑ 研修 会にご 参加 のみ
な さん の熱 心さ には感 謝を して
います︒

事務局では︑ファミサポを知っ
て いた だく ため ︑出会 いを 求め︑
市 内で 親子 のお 集まり があ る場
所 に出 かけ たり ︑毎月 最終 土曜
日 は出 張登 録会 をおこ なっ てい
ま す︒ 登録 会参 加者も 少し ずつ
増 え︑ この 制度 を知っ てい ただ
く 機会 も少 し増 えきた のか な〜
と思います︒

今年 も残 り少 なくな りま した︒
こ の１ 年︑ ファ ミサポ 事業 にご
協 力い ただ き本 当に有 難う 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 の冬は 寒く なる
よ うです ︒ど うぞ
お 健やか にお 過ご
しください︒

フ ァミリ ー・ サポー ト・セ ンター なが さき

10月22日（金）スキルアップ研修会
講師：菜の花保育園園長 石木 和子 先生

10月26日（火）〜
11月1日（月）
養成研修会の様子

今年度のスキルアップ研修会は、「２か月からの赤ちゃ
んのお世話」という内容で、講師に菜の花保育園園長の石
木和子先生をお迎えしました。
石木先生の優しい歌声からはじまり、ご自身の子育てや保
育園での実体験を交えながら、約90分にわたりお話をいた
だきました。赤ちゃんのことだけではなく、赤ちゃんをと
りまく環境、また、現代の親をとりまく環境のことなども
お話され、参加された皆さんは、頷きながら熱心に聞いて
いらっしゃいました。

用意するもの
・紙コップ２こ
・輪ゴム１本
・はさみ
・のり、セロテープ
・色紙やペンなど

つくりかた
１．２つのうち１つの紙コップの飲み口に、はさみで４箇
所の切り込み（７〜８ミリぐらい）を入れ、輪ゴムを
８の字にしてかける。
２．紙コップに絵を描いたり飾りをつけたりする

これでできあがり！
紹介された本
ひとなる書房「完璧な親なんていない！」
（カナダうまれの子育てテキスト）

石木先生のお話は、昔を思い出
して、そうだっ た…と感じたり、今
時のお母さんは、そんなに違うん
だ…と感じ たり 。ファ ミサポ では
まだ幼稚園の送迎しかありませ
んが 、今後、小さな子どもさんを
お預かりする 機会があれば参考
にしたいと思います。

わかっているつもりでも、再確認と
いう意味で勉強に なり ま した 。大
切な子供さんをお 預かり するので
すから、注意深く、でもゆった りと
受入れたいものです。
石木先生の歌声に感動し まし た。
何とも 言えない優しい声に 涙が出
そうになりました。

こうなりま

もうひとつの紙コップは
発射台になります。
どっちも飾りつけしましょ

おもいっき

下まで ぐーっと 手を
さげて･ はなすと

輪

とびだ
し

ゴ

受講した方の力作！
あそびかた
発射台にロケットをかぶせ、両手でロケットをお
しさげる。（下までぐぐーっとさげるのがポイン
ト！）手をパっと離すと、ロケットが飛び出しま

今回の研修会では、あらたに２１名の方がまかせて
会員・どっちも会員として登録されました。終始和や
かな雰囲気で、仲良くなられた受講生の方々は最後に
記念撮影をして帰られる光景も見られました。そして
今回はじめて男性のまかせて会員さんが誕生！せっか
くなので少しお話をうかがってみましたよ。

Ｑ．研修会のことはどこでお知りになりましたか？
広報ながさきで知りました。

Ｑ．受講していかがでしたか？
知らないことばかりだったので、今までと違う視

＜おねがい会員登録会の予定＞
・11月27日（土）10:00〜16:00
・12月25日（土）10:00〜16:00

橘地区ふれあいセンター
戸町地区ふれあいセンター

点でまた子どもをみることができます。こういう

Ｑ．受講しようと思ったきっかけはありますか？
今までも個人的に同じマンションの子どもを預かっ

制度があれば、自分が預かれない時も他のサ
ポーターさんがいると紹介できるので、男性のサ

たり していた んですが 、こういう制度が

ポーターさんも増えるといいと思います。（元気

あると知って勉強してみよ うと思いまし

な男の子の 相手は男性のほうがいい時もある

た。

と思うので…）

＜登録内容に変更はありませんか？＞
住所や連絡先・メールアドレス、活動できる時間帯が変わった、子どもさんが増えた、など登録状況
に変更がありましたら、センターへご連絡ください。よろしくお願いいたします。

＜メールアドレスの登録について＞
メールアドレスを登録しているのにセンターからメールが届かない！という方は、パソコンからの
メール受信が可能になっているか、設定をご確認ください。メールアドレス登録希望の方は、社協ア

新しく会員になられた皆様、どうぞよろしくお願いいたします！！m
(̲ ̲)m

ドレスまで会員番号とお名前を記入のうえ送信ください。イベントや託児スタッフ募集などのお知ら
せを配信することがあります。

