
よりよい援助をするために 
平成 31年２月１９日（火）危険を探そう！ 会員 10名 子ども８名参加 
 毎日の生活の中で、徒歩や自転車、車で行動した時に、困った個所や危なかった場所、
怖かった経験談を話しながら市内地図に記入してもらいました。 
後半は「手袋シアターはらぺこあおむし」を作りました。 

普段あまり意識して歩
いていないので、危険な
個所を教えてもらい勉
強になったわ♡ 

♫きゃべつ～の中か～ら 
あおむしでたよ  
ピッピッ🎵 

「手袋シアターはらぺこあおむし」 

どこでも手に入る軍手に、フェルトの青虫

や蝶々を付けて簡単に出来上がり！ 

「ファミサポ活動の時や我が子と遊ぶ時に

一緒に歌って楽しいね」と好評でした。 

ここの道路は狭いし
歩道が無いから気を
つけないとね～ 

小さな子どもがいても
気兼ねなく参加でき、楽
しく癒される時間にな
りました。 

・歩く立場と車を運転する立場とでは気持
ちが違うことに気がつきました。 

・皆の前で回想して話すことで、自分も再

確認できました。 



  

   

 

豆まき 

  

の 

料理を食べながら、今日の感想を聞かせてい
ただきました。

 
 
 
 
 
 
 

 

東日本大震災を経験された会員さんから   

『実体験のここが大切なポイント！！』 

目の前にある食材でどんな料理ができるか

皆さんとあれこれ知恵を出しながら、考えるの

が楽しかったです。 

地震の時は、地域の人たちとの繋がりがとて

も大切である事を知りました。ファミサポ会員

の皆さんも、仲間なのだと励まされました。 

今日の経験を活かし、いざ災害に見舞われたと

きも力強く乗り越えたいと思います。 

みんなで食材を持ちよりで、献立も特に決ま

っていないなんて、ちょっとビックリ！！ 

食材が限られていることで、色々な工夫も出

来て楽しかったです。 

平成 31年 3月８日（土）参加者 13名 

＜メニュー＞ 
・大根おろしとシーチキン缶のスパゲッティ 
・ミートソースのスパゲッティ 
・節分の豆で豆ご飯 ・さつまいもご飯  
・パンケーキ 
・ほうれん草と肉の炒め物 
・切り干し大根の焼きそば風  
・野菜いっぱいの味噌汁 
・白菜のサラダ漬物 ・大根菜のお浸し 
・こんにゃくと大根の煮物 
・キャベツとさば缶のチーズ春巻き  

計 12品 

テレビで話題になった、食品ロスの問題と災害時の
地域協力を目的に調理実習をしました。家にある食材
を一つ持ち寄り、みんなで「何ができるか」相談しな
がら、調理を進めていきました。 
すると数時間後には、何と１2品完成！！ 
皆さん手早く、アイデアも豊富で勉強になりまし

た。みんなで楽しく、美味しくいただきました。 

皆さんのご自宅

にあった食材 

調理後、お皿がい

っぱいに！！ 

・車のガソリンがなくて困った。一人２０ℓ

の制限があったので、みんな夜中まで並んで

いました。 

・携帯電話も使えなくなるので、電波が入っ

ているうちに、大切な方にすぐ連絡すると良

いです 

・公衆電話はコインさえ入れれば、災害時は

無料になります。 

これとこれ
で大根おろ
しのパスタ
が で き る
ね！ 

デザートは、
ホットケーキ
だよ～～ 

これは美味しい！！ 

今度、家で作ってみよ 



令和元年度 
事業説明会 

5 月 25 日（土） 

参加者 35 名 

平成 30 年度の事業報告と令和元年度事業予定をパワーポイントで説

明しました。 

 援助会員・両方会員の皆さんに、活動の話をしていただきました。ファ

ミサポは会員の皆さまのおかげで成り立っていることを再度実感しまし

た。 

「スイーツクリップ」と「お掃除ポンポン」を制作、恒例のリサイクル

会は、皆さんのご協力により今年も大盛況でした。 

会員さんにお知らせです！！ 
・令和元年度よりサービス提供会員傷害保険と依頼子供傷害保険に、活動中の熱中症が補償可

能となりました。 

・救急救命講習は受講が必須になりました。現在、援助・両方会員の方で救急救命を受講され

ていない方はぜひ、受講してください。 

令和元年 9 月 11 日(水)はⅠ、令和 2 年 1 月 16 日(木)はⅢ、2 回予定しています。 

新しいアドバイザーが仲間になりました 

ただいま、ご夫婦でファミサポ活動
中！！ 
子ども達は、ご主人が大好き♡♡ 
ほのぼのとしています。 

親子で制作、楽しそう♡ どれにしようかな～？迷ってしまう 

はじめまして。中野真美です。 

半年前からファミリー・サポート・センターのアドバイザー 

として勤務しています。私は両方会員ですので、息子の送迎を 

援助会員さんにお願いしたこともあります。また、援助会員 

としてたくさんのお子さんの託児をさせて頂きました。 

その経験を生かして、どちらの会員さんの気持ちにも 

寄り添えるアドバイザーになりたいと思っています。 

どうぞよろしくお願いいたします。 



 

行  事 月 日 対象 刮 目 欄 

ステップアップ講座 

（援助・両方会員必須） 

９月 11 日(水)Ⅰ 

１月 16 日(木)Ⅲ 

9:00～12:00 

全

会

員

東消防署による「普通救命講習Ⅰ・Ⅲ」 

乳幼児を対象とした講習もあります。乳幼児をお持ちの

会員さんやお孫さんがみえる会員さんもぜひ受講を！ 

援助会員養成講座

(第１回) 

６月 12 日(水) 

６月 18 日(火) 

６月 27 日(木) 

10:00～12:30 

参加できる日だけでも受講できます。 

それぞれの先生が旬な話題を盛り込みながら話をして

くださいます。 

「講座を受けてから何年も経つわ」という会員さんや

「子育てをするのに役立つ話を聞きたいな」 

という会員さん！聴きたい講話だけでも 

どんどん参加お待ちしています。 

託児も無料でついています。  

援助会員養成講座

(第 2 回) 

11 月 13 日(水) 

11 月 20 日(水) 

11 月 28 日(木) 

10:00～12:30 

全体交流会 12 月 14 日(土) 

10:00～12:00 

「私、こんな事できますよ～」と言う会員さん大歓迎。 

その他やってほしい催しがあればお知らせください！ 

より良い援助をする

ために 

令和 2 年 2 月 

10:00～13:30 

ファミサポ活動中に事故が発生したら・・・みんなで

考え、安全な活動につなげていきたいと思います。 

宇福寺児童館実習 (月)～(金) 

9:30～12:00 
援
助
会
員

両
方
会
員

児童館スタッフの手伝いや「なかよしキッズ」「親子で

遊ぼう」参加親子のきょうだいの託児を経験して 

子どもとふれあい、ファミサポ活動 

する時のスキルアップにしましょう。 

六ツ師児童館実習 (月)～(金)  

10:00～12:30 

援助・両方会員 

託児調理実習 

令和 2 年 3 月 

10:00～13:30 

ファミサポ活動中に役立つ簡単にできる  

食事やおやつを楽しみながら学びましょう。 

サポート状況 

サポート回数 

依頼会員 556 名 

援助会員 182 名 

両方会員  53 名 

合  計 791 名 

今後の予定 

会員数 （Ｈ30.4～Ｈ31.3） 

奥様がファミサポ活動して 

いるのを一緒に手助けして 

くださっていたご主人が 

今年度は援助会員に登録し 

活躍していただいています。 

・保育施設への送迎  414回 

・保育施設の保育終了後の預かり   137回 

・児童クラブへの送迎  219回 

・子どもの習い事への送迎   1451回 

・保護者の就労(短期・臨時・就活等)の援助    412回 

・保護者等の外出の場合の援助   209回 

・産前・産後の育児援助等  114回 

・児童クラブ終了後、学校行事の際の預かりなど  371回 

 合     計            3327回 

〒481－0033 北名古屋市西之保高野 79 番地 北名古屋市児童センターきらり内 

TEL・FAX  0568-22-7601 メールアドレス kitanagoyafamisapo@gmail.com 
開設日時 月曜日～土曜日 午前 9 時 30 分～午後 5 時 30 分  

休 業 日 日曜日・祝日・振替休日・年末年始（12 月 29 日～１月３日） 

北名古屋市ファミリー・サポート・センター 

令和元年 6 月発行 


