
                                                                                                  

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                            

 

ほっと 
３０号 

 会員の皆様、いかがお過ごしでしょうか。 
新型コロナウイルスや大雨で、休校になるなど子育 
てにも影響が出て大変な日々が続いているかと思い 

ます。職員が対応したサポートもありましたが、ご理解
のうえ活動していただきましたサポーターの皆様には 
 大変感謝しております。 
  今後も、皆様のお力を借りながら子育てのお手伝

いが出来ればと思いますので、どうぞ宜しくお
願い致します☆               

          
        

～地区リーダー紹介～ 

アドバイザー 

  山口・天本 

鳥栖地区 

森川さん 

鳥栖北地区 

山下さん 

田代地区 

中山さん 

旭地区 

内田さん 

基里地区 

桑原さん 

若葉地区 

古川さん 
麓地区 

井上さん 

弥生が丘地区 

吉﨑さん 

今年度はこのメンバーで頑張ります！ 
よろしくお願いします(^^♪  

子どもの熱中症 豆知識 

☆大人より暑さに弱い 

…特に汗をかく機能が未熟で体に熱がこも

りやすく体温が上昇しやすい。 

☆照り返しの影響を受けやすい 

    …大人が暑いと感じているとき、子どもは 

     さらに高温の環境下にいる。 

☆自分では予防策がとれない 

    …水分をとる、服を脱ぐなどの対策は特

に遊びに夢中になっている時、大人の

声掛けが重要。 

☆日頃から暑さに慣れさせる 

    …いつもエアコンの効いた部屋にいて汗

をかかずにいると暑さに弱くなる。適

度な運動で暑さに強い体づくり。 

☆絶対に車内に子どもを置き去りにしない 

    …車内の温度は短時間で一気に上昇す

る。冷房をつけていても何かの拍子に

切れることも考えられるため、わずか

な時間でも残さない。 

 

子どもと大人では 

こんなにも温度差 

があるんですね！ 

 

まだまだ詳しい情報が掲載

されています。検索されて

みてはいかがでしょうか

(^^) 

ぷち情報 

まだまだ完全な日常生活に…とはいかない状況ですが、おう

ち時間を楽しめるように願いを込めて、子育て支援メンバー

も頑張っております！ぜひ、ご覧になってください♪♪ 

みんなで子育て 

YouTube版 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

★ 現サポーターの皆様にお願いです。救命講習に関しては、少なくとも５年に一度はフォローアップ 

として受講してください。 

★ 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・性別を申し込み時にお伝えください。 

        

《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》   ８月２１日（金） 

期 間 月曜日から金曜日まで 土・日・祝 

時 間 

午前７時 

～  

午後７時 

午後７時 

～  

午前７時 

午前７時 

～  

午後７時 

午後７時 

～  

午前７時 

１時間単価 ６００円 ７００円 ７００円 ８００円 

１５分単価 １５０円 １７５円 １７５円 ２００円 

期 日 時 間 内 容 等 講 師 

8 月 31 日（月） 

（無料託児あり） 

10：00～12：00 
・鳥栖市の子育て支援について 

・ファミサポのしくみ 

鳥栖市こども育成課 

ファミリー・サポート・センター 

12：00～13：00 休  憩 

13：00～14：00 ・サポートに使える工作等 鳥栖市児童センター 

9 月  4 日（金） 

（無料託児あり） 

10：00～12：00 ・幼児安全法（救命講習） 日赤佐賀県支部 

12：00～13：30 休  憩 

13：30～15：00 ・発育のようす、発達のめやす 鳥栖市保健センター 

9 月  7 日（月） 

（無料託児あり） 

10：00～12：00 ・発達障害への理解 

西九州大学短期大学部 

幼児保育学科 

  占部 尊士 氏 

12：00～13：30 休  憩 

13：30～15：30 ・発達障害への理解（サポーター向け） 

※ その他、４時間（２時間×２回）の実習を行います。（日程は受講時にお知らせいたします） 

２０２０年度 

 

・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 ２０２０年８月３１日（月） 

          ９月 ４日（金） 

          ９月 ７日（月） 

・場 所 鳥栖市社会福祉会館 

 

 
たくさんのご参加 

お待ちしています！ 

※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。 

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組織です。 

 

※別途交通費 

月～金（祝日除く） 
８：３０～１７：００ 



 

   

    

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研修を開催しております。 

新しくサポーターになっていただいた方、利用会員さん、フォローアップのために受講された協力会員 

さんなど、たくさんの方々に受講していただき、実りのあるものになりました。 

    救急法や事故予防・子どもの発達・感染症予防の再認識のためにも定期的な受講をお願いします(^^) 

                                                                

                 

 

              

  

                  

 

 

 

 

 

     

     

      

 

 

 

 

 

              

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

内    容 回 数 

保育所・幼稚園の送り ９４回 

保育所・幼稚園の迎え ５５回 

保育所・幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり １３７回 

託児 １９６回 

学校の放課後の預かり ２２回 

学童保育の迎え及び帰宅後の預かり ４１回 

学童保育の迎え及び習い事送迎 １４７回 

学童保育の迎え及び自宅への送迎 ２回 

保護者就労の場合の援助 １４８回 

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 ３０回 

保護者等の買い物等外出の場合の援助 １０回 

保護者等の病気、その他急用の場合の援助 １１回 

保護者の研修会等の場合の託児及び支援 ５回 

保護者のリフレッシュ等の場合の託児 ２２回 

塾・習い事の送迎 ６４回 

療育施設への送迎 ８９１回 

その他 ２回 

最近では保育施設への送迎（産後など）、療育施設への送迎、習い事への送迎が増えてきています。 

習い事への送迎に関しては、調整がつかない場合は子育てタクシーもご案内しております。 

 

        

 

 

 

                                                                     

 
＜無料お試し託児＞  

★あまり知りえない保健福祉事務所についてや、専門
の方から、流行している感染症のお話を聞けてよか
ったです。 
 

★感染症、まずはならないように免疫をつけ抵抗力を
高める努力をしようと思いました。 

 
 

2 月 ５日(金)  交流会（内容未定） 

★周産期は産後 2 ヶ月頃までが 1 番ストレスに敏感
になる時期と聞き、自分もそうだったなと思いまし
た。周産期のメンタルサポートのお話もあり、もっ
と早く知りたかったなと思いました。 

 今後は積極的に参加したいと思います。 
 

 

 

 

いずれか 1講座でも、ぜひご参加ください♪ 

詳しくは、裏面をご覧ください(^^♪ 

★令和元年度活動状況★ 

     

子育ての 

 

♡ 預けるまでは不安でしたが… 
  久し振りにゆっくり買い物ができました(^^) 
  またこういう機会があったら、とても助かります♪ 
 

 

♡ ここ２ヶ月位遊びに連れて行ってあげれてなかった 

  ので子供も楽しかったと思います。 

  ありがとうございました☆ 

ちょっと、1 人で買い物やゆっくり 
したいな・・・ 
 

♡ 親はリフレッシュ、子どもは思いっきり遊べて相乗 
  効果があっていいと思います♪ 

上の子の参観日・遠足のため 

下の子の託児をお願いしたい。 

歯医者・面接に行きたいので預かってほしい。 

（毎日の場合はサポーターを行き帰り曜日で 
分けて担当する場合もあります。） 

産後 1 ヶ月動けないので、 

幼稚園・保育園まで送迎を頼みたい。 

8 月３１日(月)        
9 月 4 日(金)  養成講座 
9 月 7 日(月) 

★実際に人形を使っての心臓マッサージや AED を実践でき、
とても詳しく教えていただき参加してよかったです。 

 
 実際にサポートする時にも、工作したり楽しく過ごしたいな

あと思。 

★鳥栖市もいろいろな子育て支援をやっているようで 
 知らないこともたくさんあり、子育て事情がわかっ 
 て良かったです。 

みんなで子育て

ファミサポ

＊ 新型コロナウィルスの影響により、変更に 
なる場合がございます。 

♡利用会員さんへ♡ 
いつも子育て、お疲れ様です。 

 固定で毎月依頼されてる方は翌月のサポート日がわかり次第 
ご連絡を宜しくお願いします。 
 新たなサポートをお考えの方は顔合わせが必要です。以前、 
顔合わせした方も状況が変わっている場合があるので、早めに 
センターにご連絡ください。 
 
 

★サポートに使える遊びや工作はとても簡単で楽しく 
 作れました。早速、自分の子供たちとやってみよう 
 と思います。 

 

さ 

♡サポーターさんへ♡ 
 日頃よりファミサポへのご理解・ご協力を頂き、大変感謝
しております。 
 これからも子育て中のママ、パパを応援し地域で支え合っ
ていけたらと思います。 
これからも皆様のご協力のほど、宜しくお願い致します。 

 講座中の託児の様子 

＜日本赤十字社＞  

～参加者アンケートより～ 

★ファミリーサポート利用者が多いことを初めて知り、 
 できる限り協力できたらなと思いました。 

★何回講習を受けても実際の現場では慌てると思 
 うので、年に１回は受けていこうと思いました。 

～参加者アンケートより～ 

★実際に人形を使っての心臓マッサージや AED 
 を実践でき、とても詳しく教えていだだき参加 
 してよかったです。 

＜市役所＞  

   ～フォローアップ研修～ 

1０月 ７日(水) 幼児安全法（上級） 

11 月 25 日(水) 子どもの発育・発達 

12月 11日(金) 幼児安全法（初級）       

残業なので学童にお迎え、迎えに来る

まで預かりをお願いしたい。 

今後の行事スケジュール 

 
買い物・歯医者に行きたいので 

預かりをお願いしたい。 

保育園、小学校にお迎えに行き 

療育施設への送迎。 

お忙しい中、養成講座・フォローアップ研修にご参加 

いただき、ありがとうございました(*^-^*) 

 新しく 11 名の方にサポーターになっていただき、 

有り難いことに早速サポートしていただいております☆ 

 これからもサポーターが増え、より一層子育て支援をし

ていけたらなぁと思っております。 

 お友達・お知り合いの方で興味がある方がいらっしゃい

ましたら、ぜひ宣伝をお願いします(^o^) 

  

 

 

 

～参加者アンケートより～ 

＜鳥栖保健福祉事務所＞  

～参加者アンケートより～ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1492840822/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5mdW1pcmEuanAvY3V0L2tvZG9tby9pbWcyL2tvZG9tb19naXJsX2lsbHVzdF9zb2Z0MTQuanBn/RS=%5eADBnyHZ6LFBexY5sl0ODoj_tEE1JCo-;_ylt=A2RimFD2n_lYgSIA.QsdOfx7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz

