
私も３歳の子どもがおります。実

家も遠いためファミサポを利用

し心強かったので、同じような環

境の方や子育てに追われている

ママ達のお役に立てればと思っ

ております。どうぞ宜しくお願い

します。 

      旭地区担当 内田 

私も子育て真っ最中で毎日追わ

れる日々を送っております。下

の子が幼稚園に通い始めたのを

機に、何かお役に立てないかと

思いファミサポサポーターにな

りました。４月からリーダーも

引き受け子育てのお手伝いがで

きればと思っております。 

      麓地区担当 井上 

小２と年中の母です。子育てには

悩みがつきもので解決したら次の

悩みと押しつぶされそうになる時

もありますよね。リフレッシュ！

大事です！子育て年数は浅いです

が、経験を生かし安全第一でサポ

ートしますので是非利用されてリ

フレッシュされて下さい。 

     弥生が丘担当 吉﨑 

ファミサポに入会して１３

年、その後地区リーダーをさ

せていただく事になり９年、

随分長い時をファミサポと

関わらせてもらい沢山の出

逢いと沢山の思い出が出来

た事を心から感謝いたしま

す。今後もサポーターとして

お手伝いできたらと思って

います。  ☆田中祥子☆ 

リーダーとして活動させて

いただいた時間は癒しの一

時で、毎回楽しく過ごさせて

いただきました。たくさんの

方達と関わらせていただい

た事で学ぶこともあり、貴重

な経験に感謝いたしており

ます。まだサポーターとして

活動させていただきます。 

      ☆友岡理香☆ 

ファミサポに関わり、たくさんの方が何かしらの悩み

を抱えていて、そのお手伝いをさせていただいた時に

『助かりました！！』のお言葉をかけてもらった時は

自分自身の励みにもなり大変嬉しかったです。リーダ

ーは引退しますが、引き続き宜しくお願いいたします。 

               ☆切木ゆかり☆ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

★ 協力会員・両方会員の皆さまにお願いです。特に救命講習に関しては厚生労働省より受講が義務付け 

  られています。フォローアップのため受講のご協力をお願いします。 

★ 利用会員で受講されたことがない方、新規利用会員をお考えの方は一つ以上の講座の受講をお願い 

します。 

★ 託児（無料）希望の方は、お子様の氏名・年齢・性別をお申し込み時にお伝え下さい。 

 

       《問合せ・申込み》鳥栖市ファミリー・サポート・センター 

                 TEL ０９４２－８１－５４７７ 

       《申込締切》   ６月１９日（水） 

 

 

     

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

    

                                              

                                              

                                       

                                       

                                       

                                       

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

日付 時間 内容 備考 

 

６/２８ 

（金） 

 

１０：００～１４：００ 

  （託児あり） 

 

 

・鳥栖市の子育て支援について 

 （鳥栖市 こども育成課） 

・ﾌｧﾐｻﾎﾟのしくみ・料金計算について 

 
・駐車スペースには
限りがあります。 

 
・筆記用具、お茶等
をお持ち下さい。 

 
・１日目の昼食は、 
 各自ご用意くださ
い。 

 
 ※ご希望の方は、
とりまとめてお弁
当を注文いたしま
す。受講申込の際
にお伝え下さい。 

 各自負担となりま
す。 

  
 

・昼食をとりながらの交流会 

・サポートにも使える「親子あそび」 

（鳥栖市児童センター） 

７/１ 

（月） 

１０：００～１２：００ 

  （託児あり） 

・幼児安全法 乳幼児の一次救命処置 

※心肺蘇生・AED の使い方・気道異物の 

除去など 

（日本赤十字社佐賀県支部） 

７/３ 

（水） 

１０：００～１２：００ 

  （託児あり） 
・サポートに役立つ年齢別対処法など 

   （鳥栖市保健センター） 

鳥栖市ファミリー・サポート・センターだより 

２０１９年６月発行 

・主 催  社会福祉法人鳥栖市社会福祉協議会 

鳥栖市ファミリー・サポート・センター 

・日 時  ２０１９年６月２８日（金） 

           ７月 １日（月） 

           ７月 ３日（水） 

・場 所  鳥栖市社会福祉会館 

 

ファミリー・サポート・センター は、利用会員（子育てを応援してほしい方）と、   

協力会員（子育てを応援したい方）、両方会員（利用もする・協力もできる方）が、    

一時的な子育てを助け合う会員組織です。 

 

 

期 間 平日（月～金） 

時 間 
午前 7時～ 

午後 7時 

午後 7時 

～午前 7時 

1時間当たり 600円 700円 

15分当たり 150円 175円 

 

 

 

 

 

※利用者からサポーターへお支払いいただく 

 有償サポートとなります。 

 ご自分のお子様がご一緒でも

サポーターとして活躍できる

両方会員がございます。お気

軽にご相談下さい(^^) 

各地区リーダー 

ほ 
っ 
と 

２９号 

古川さん 
中山さん 

桑原さん 
山下さん 

森川さん 

吉﨑さん 井上さん 
内田さん 

アドバイザー 

  山口 

サブアドバイザー 

   天本 

 いつもご利用・ご協力ありがとうございます(^^) 

 サポーターの皆さまには、いつも無理難題の相談に親身にのっていただき

大変感謝いたしております。また、利用者の皆さまには可愛い笑顔、時には

泣き顔に癒されている日々です♪ 

 今年度も、事務局と各地区リーダー、そしてサポーターの皆さまのお力を

借りながら、少しでも子育てに寄り添えたらと思っております(^^)                                              

おつかれさまでした♪ 

よろしくお願いします♪ 

友岡さん 切木さん 田中さん 

☆新リーダー☆ 



 

  

                                          

 

 

  

 

 

 

      

 

 

       

          

 

                      

 

                                                           

                                            

                     

 

 

 

 

                  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内    容 延べ件数 

保育所・幼稚園の送り 58 件 

保育所・幼稚園の迎え 182 件 

保育所・幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり 116 件 

学校の放課後の預かり 82 件 

学童保育の迎え及び帰宅後の預かり 16 件 

学童保育の迎え及び習い事送迎 87 件 

保護者の研修会等の場合の託児及び支援 41 件 

保護者等の求職活動中の援助 26 件 

保護者等の冠婚葬祭による外出、他の子供の学校行事の場合の援助 37 件 

保護者等の買い物等外出の場合の援助 12 件 

保護者就労の場合の援助 143 件 

保護者の病気、その他急用の場合の援助 9 件 

保護者のリフレッシュ等の場合の援助 2 件 

療育施設への送迎 548 件 

託児 224 件 

塾・習い事の送迎 231 件 

その他（入浴の際のお手伝いなど） 207 件 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                             

 

 

 

 

 

 

 

★平成３０年度主な活動状況★ 

     

子育ての 

 

 
産後、保育施設への送迎をお

願いしたい。 

 
上の子の参観日や遠足のため 

下の子の託児をお願いしたい 

 
残業時、学童にお迎え、仕事が終

わるまで預かりをお願いしたい。 

 

周囲の大人たちが、子どもの身の回りの環境にちょっとした注意を払い、対策を立てることで防げる事故があります。
そのために、子どもを事故から守る正しい知識を身につけて、楽しい子育てができるといいですね(^^) 

事故予防のポイント 

★普段、音楽を聞いてもこんなにリズムに乗って踊るこ
とはないので、汗をかいてリフレッシュできました☆ 

★託児もあったので、子どもを気にする 
ことなく楽しめました。 

★先生がとても楽しい方で上手に踊れなくても 
楽しめました。また参加したいです！ 

無料託児がありますので 

ぜひご参加ください♪ 

ファミサポでは毎年、サポーター養成講座やフォローアップ講座を開催しております。 

養成講座の受講を終了され、新しくご協力いただけるサポーターさんが増えました♪ 

鳥栖市の子育て支援に関するお話や、発育に合わせた事故予防なども学べますので利用会員さんも 

ぜひ受講されてみてください☆ 

 
病院・歯医者・美容室などの外出の時に 

託児をお願いしたい。 

育児にちょっと疲れて・・ 

リフレッシュでも預けられます。 

★1 回受講しただけでは身につかないと思うので、 
定期的に受講しようと思います。 

★人工呼吸や心臓マッサージを体験できて 
よかったです。              

＜日本赤十字社 佐賀県支部＞ 

～参加者アンケートより～ 

★発達段階に応じた悩みや危険など、理論的にまた具体的に 
教えていただき勉強になりました。 

★発育発達の段階を知れて、育児について少しゆとりが 
もてました。主人と共有し役立てたいと思います。 

★事故防止の話では、家の中の危険なところ
を聞けたので家に帰って早速見直したいと
思います。 

＜保健センター＞ 

～参加者アンケートより～ 

★子どもに何かあった場合に知識がなくてあたふたして何
もできないより、しっかり講習を受けて知識を頭に入れて
おくことが大事だなと思いました。 

★日中、子供がいる時はイスに座って集中して作業する 

時間がとれないので、楽しかったです♪ 

★普段お話しできないサポーターの方々とも
お話できて嬉しかったです 

＜レジンでアクセサリー作り＞ 

～参加者アンケートより～ 

～参加者アンケートより～ 

★娘が喜びそうで、見せるのが楽しみです！ 

子どもと一緒にやってみようと思います。 

 

♦幼児安全法 ♦子どもの発育 

♦交流会 
~ハンドメイド～ 

♦交流会 
~ズンバ～ 

合計 ２，０２１件 

※たくさんの活動を皆さんに支え

て頂いております。時間帯・内容

によってはサポーターが不足して

おります。ぜひご協力お願いいた

します m(__)m 
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