津山ファミリー・サポート・センターは、子育て中の家庭を地域で支え合う有償のボランティア活動です

津山ふぁみ・さぽミニ通信
№67 2021/５月
4 月の異動により、こども課企画
参事となりました畑田泰則です。
ファミ・サポ事業に携わるのは初
めてですが、昨年度まで同じフロア
の人権啓発課人権係に在籍しており
ましたので、知恵を出し合いより良
いサービスを提供できるよう努力さ
れている提供会員さんの姿や、子育てを頑張っておら
れる依頼会員さんの姿を見てきました。そのため、こ

の事業がたくさんの方によって成り立っている
のだなと感じていました。
ファミ･サポ事業に関わるにあたって大切なこ
とは、利用者が安心して預けられ、預かる人が気
持ちよく活動できるような環境を作ることだと
考えております。
私も子育てを応援する者の一人として頑張っ
てまいりますのでどうぞよろしくお願いします。

令和３年度行事予定

４月

５月 27 日

６月 20 日

出前ミニさろん＆交流会
会場：美咲町保健福祉センター
毎月「さん・さん」で行っている
「ミニさろん」を美咲町で開催！

「さん・さん」共催講習会
親のための「おとこの子と
おんなの子のカラダ講座」
（受講申し込み終了）

ました
延期になり

ました
延期になり

７月１０日〔土）

8月

13:30～15:00

10:30～12:３0
子育てサポート講習会
「子どもの事故予防」「救急法」
講師：津山市健康増進課保健師
津山圏域消防組合職員

交 流 会
「プロから学ぶ！簡単スワッグ作り」
講師：友實 智美さん
（フラワーアレンジメント認定講師）

10 月 13 日（水）

１1 月

10:30～12:０0

１２月
日時は未定

子育てサポート講習会
「保育の心」「子どもの遊び」
講師：塚本さつきさん
（元津山市立幼稚園園長）

１月

９月５日（日）

交 流 会
クリスマス会

２月

３月
日時は未定
子育てサポート講習会
「心の発達とその問題」
（詳細は未定）

＊感染症拡大予防に留意して開催します。感染状況によって延期または中止になる場合があります。
＊会場は、美咲町開催交流会以外は全て「さん・さん」です。
＊行事の内容については、ホームページ、チラシ、広報津山、県北情報誌「ＪＡＫＥＮ」などをご覧ください。

サブ・リーダー紹介

会員の
ページ

1000%の愛情を
注ぎます。
間庭早苗

サブ・リーダー
で唯一のおじ
いちゃんです。
岸本芳郎

早くマスクをはず
した生活をしたい
ですね。
香山景子

かわいい子どもた
ち、大好きです♡
小林喜代子

我が子が２０歳
と高校２年生に
なりました。
土居敦子

コロナ禍の中、気をつ
けてサポートします。
四木美代子

昨年 4 月より 1 年間、鏡野町の
初代サブ・リーダーとして松本晴
恵さんにご活躍いただきました。
ありがとうございました。

ファミ・サポの活動を始めて 2
年目となります。
今後の活動では個々の依頼会員
さんにあった支援に応じていける
よう、そして充実したお手伝いが
できるよう、また、安心してお任
せいただけるように活動していき
たいと思っています。
どうぞよろしくお願いします
西中利恵子

昨年度、鏡野町のサブ･リーダー
をさせていただきました。
コロナ禍で人と人の交流が制限
されている中、ファミ･サポを利用
しての安心感、提供会員と依頼会
員という個々の信頼関係の中での
子育て支援の重要性を改めて実感
しています。ファミ･サポの輪が更
に広がり強まっていきますように
心より願っています。 松本晴恵

西中さん、津山ファミ･サポ
と鏡野町の皆さんのつなぎ役
として引き続きよろしくお願
いします。

ファミ･サポ、市と各町の会員登録者数

令和 3 年 4 月末

依頼会員

提供会員

両方会員

津山市

504

448

42

994

鏡野町

10

15

1

26

久米南町

1

1

2

美咲町

3

6

9

合 計

518

470

43

累計数

1,031

会員さんに
お尋ねします
今、サポート可能

依頼会員さんで

提供会員になる

一番下の子どもさん
が小学校を卒業した
方にはハガキを送っ
ています。

将来、サポート 可能

ど ち ら
ですか？

退 会 届 を提 出
または、電話連絡

退 会 する

ご連絡ください！

両方会員さんで

退会希望の方は
退 会 届 を 提 出
または、電話連絡

今後は、自動的
に提供会員に
変更されます

一番下の子どもさんが
小学校を卒業した方

提供会員さん！

ご無沙汰の方、
近況を教えてください

サポート可 能

いつもファミ・サポに
ご理解、ご協力ありが
とうございます。

ど ち ら
ですか？

近況をお知らせく
ださい。

状況が変わり、
サポートできな
いので退会する

退 会 届 を提 出
または、電話連絡

～コロナ禍におけるファミ･サポ事業について～
津山ファミリー・サポート・センターは通常どおり開設しています。
センターは会員の状況に配慮しながら調整を行い、相互援助活動を実施しています。

＜

感染拡大を防ぐためのお願い

＞

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、また、依頼会員、提供会員、両方会員の皆
様の健康と安心安全な活動ができるよう以下の注意点をご確認ください。
◎日頃より、手洗い・うがい・手指の消毒・検温など感染予防対策を行ってください。
◎入会時や顔合わせ等でセンター来所の際は、マスク着用、咳エチケット、手指の消毒の
ご協力をお願いいたします。
◎発熱や咳や少しでも体調に不安がある場合は、活動を控えてください。
◎新型コロナウィルス感染症などの感染症については「お見舞い金制度」が適用されます。

★ファミリー・サポート・センターの活動は有償のボランティア活動です。
相互援助活動に不安を感じる場合、お互いに活動をお断りすることができます。皆様の
健康と感染拡大防止のため、ご理解とご協力をお願いします。

③ コロナ禍、皆さんには元

アドバイザーの

気でいてもらいたいわね。
特に提供会員さんには健
康に十分気をつけてもらい
たいわね。

ふぁみばなし
皆さん、健康に気をつけてください！

② そんな中、普段以上
① ファミ･サポでは毎年
新年度に向け、サポートの
依頼や入会が続くけど、今
年は、3 月限定のサポート
もありサポート件数がい
つもより多かったわね。

にたくさんサポートを
してくださった提供会
員さんもおられ、「体は
大丈夫かしら？」と心配
もしたわね。

④ 提供会員さんにお願
いです！
お元気にサポートして
いただくため、結核検診
や、健康診断等の受診を
よろしくお願いします。

～ファミ･サポが中学校卒業まで
ご利用いただける場合があります～
（令和 3 年 6 月より開始）
5 月は
お休みします

「ミニさろん」
毎月第 4 水曜日

小学校卒業までに登録し利用していた子
どもさんで、その後もサポートが必要な状
況が続き、サポートのできる提供会員がお
られる場合など、継続してご利用いただけ
ます。
まずは、ご相談ください。

10：30～12：00

アルネ・津山 5 階「さん・さん」和室
・どなたでも気楽に立ち寄り楽しめる
サロンです
・いつ来て、いつ帰ってもＯＫです
・サブ・リーダーさんが温かく迎えて
くださいます

「プロから学ぶ！簡単スワッグ作り」
日 時：令和３年７月 10 日（土）
13:30～15:00
会 場：アルネ・津山 5 階「さん・さん」
講 師：友實 智美さん
（フラワーアレンジメント認定講師）
参加費：1,000 円

お問合せ
津山ファミリー・サポート・センター
ＴＥＬ：31-8753
〒708-8520
津山市新魚町 17 番地
アルネ・津山５階「さん・さん」内
＜開館時間＞ 月・水～金 10：00～19：00
土・日 10：00～18：00
＜休 館 日＞ 毎週火曜日・祝日・年末年始

