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 今年は、家族・絆・人との繋がりについて考え、話し合われた方が多くいらっしゃったのでは
ないでしょうか。ファミリーサポートの活動でも出会い、人との繋がりの大切さをいつも感じて
います。さて、この冬は鍋物が人気と聞いています。これからの季節ご家族で温かい鍋物はいか
がでしょうか。どうぞ良いお年をお迎えください。 

 市川市公式WEBサイト内の下記のページで、ぽっかぽか通信の今月号及びバックナンバーを見ることができます。 
                                 http://www.city.ichikawa.lg.jp/chi01/1511000006.html                                                       



 今年度ファミリーサポート活動における功績にたいし、協力者6名の方が市川市長より表彰され、市川市
からの表彰状、並びにぽっかぽかファミリーより記念品が授与されました。これらの方々の永年にわたる
貢献に感謝するとともに、これからも益々のご活躍を祈念してやみません。心よりお祝い申し上げます。 

※市長表彰の表彰基準は、ぽっかぽかファミリーの表彰を受けた方で10年以上の協力者 

 無理せず、できることを続けていこうと思って活
動してきただけでしたが 気がつくと１０年以上
たっていたんですね。そういえば、はじめてお預か
りした２歳の男の子は、今では中学２年生です。 
 私が、協力会員として続けてこられたのは、セン
ターの皆さんと会員の皆さんの信頼とご協力があっ
てのことだと思っています。本当にありがとうござ
います。そして、これからもどうぞよろしくお願い
致します。 
         ３地区協力会員 小垣 弓子  

 この度は表彰して頂き、ありがとうご
ざいます。両方会員になって10年。振り
返ってみますと、がんばってきたという
より出来る事を出来る範囲で細々とやっ
てきたという感じです。そして、ファミ
サポの会員の方、スタッフの方が温かく
良い方ばかりだったので、無理すること
なく楽しく続けてこられました。これか
らも細く長く、そして楽しく活動を続け
ていきたいと思います。 
    5地区両方会員 上総 美智子 
 

 この度は表彰していただき、ありがとうござ
います。この10年間、何人ものお子さんを預か
らせて頂きましたが、どの子も共通に思うこと
は、「こどもはお母さん、お父さんが大好きで、
いつも気づかい、心配している」ということで
す。その気持ちを素直に出せる子、出せない子
がいますが、こんなに愛されてお母さん幸せで
すね！ 
 これからも少しでもお役に立てるよう続けて
いきたいです。 
       5地区協力会員 関口 由美子 
 

 
 この度は突然市長さんから感謝状を頂けるとのお電
話に本当にどうしようかと戸惑いを覚えました。ファ
ミリーサポートの会員になって名前ばかりの会員でそ
んなにお手伝いもできていない私がもらっていいのだ
ろうかと思いました。 
 ファミリーサポートの制度ができて子育て経験があ
るので、私にもできるかもしれないと協力会員になり
ました。色々なお母さんやお子さんとの出会いは、私
にとっていつも元気と歓びをいただける大切な時間と
なりました。 
人生の中で表彰されることはまずないのではと思い有
難くお受けすることにいたしました。当日は、厳粛な
雰囲気の中、市長さんから感謝状をいただきとても緊
張いたしました。このような機会を与えてくださった
ファミリーサポートの皆様に心より感謝申し上げます。 
本当に有難うございました。 
          6地区協力会員 小林 幸子 

 市川市長から感謝状を頂きました。 
会員になって十数年。たくさんの会員の方
との出会いと別れ、そして今も活動のつづ
く会員さんとこどもたち。まちで会って、
手をふりあったり、あいさつできる絆が、
この活動を通しての宝物です。この環境を
提供して下さる市やセンターの方々に心か
ら感謝をしています。このつながりを大切
にしたいと思います。 
        
       6地区両方会員 永澤 順 
 

 人は一人では頑張れない。大震災が起き
た今年、良くも悪くも家族の絆、あり方を
今一度、見直す気づきの年になった人は多
かったようです。あたたかい人の輪が地域
に幾重もある事は心のお守りになり、この
活動は大変な面もあるけど、維持させる事
は幸せな事なんだなぁと改めて思いました。
沢山の出逢いに深い感謝の気持ちで一杯で
す。この度、市の功労者として市議会に列
席させて戴きました。大変貴重な経験を…
本当に有難うございました！ 
       
      8地区協力会員 徳田 由香 

 祝市長表彰 



会場と日程 活動時間 １０：００～１２：００ 

日 程 場 所 申し込み先 

1月26日(木) ファミリーサポートセンター本部 本部 377-5503 

1月26日(木) 妙典支部(妙典保育園２階） 妙典 701-2321 

1月27日(金) 妙典支部(妙典保育園２階） 妙典 701-2321 

2月17日(金) ファミリーサポートセンター本部 本部 377-5503 

2月17日(金) 妙典支部（妙典保育園２階） 妙典 701-2321 

2月23日(木) 妙典支部（妙典保育園２階） 妙典 701-2321 

3月 2日(金) 妙典支部（妙典保育園２階） 妙典 701-2321 

3月 8日(木) ファミリーサポートセンター本部 本部 377-5503 

3月 8日(木) 妙典支部（妙典保育園２階） 妙典 701-2321 

日 程 場 所 申し込み 

1月18日(水） 本部  
 
 
 不要 

1月19日(木） 妙典支部 

2月15日(水） 本部 

2月16日(木） 妙典支部 

3月15日(木） 妙典支部 

3月21日(水） 本部 

会場と日程  １１：００～１１：３０ 

 

手遊び・絵本や紙芝
居の読み聞かせ・工
作・体操などをやっ
ていますので、お友
達やお子さんと一緒
に遊びに来てくださ
い。 
 

♪♬ ぽっかぽか劇場日程 ♬♪  

❤ あずかりっ子日程  ❤ 

月 日 時 間 場  所 申し込み先 

 1月17日(火） 13：00～16：00 風の谷保育園 本部 

 1月28日(土) 13：00～16：00 本部第1集会室 本部 

 2月18日(土） 13：00～16：00 妙典支部 妙典 

 3月 3日(土) 13：00～16：00 本部第1集会室 本部 

 
風の谷保育園での 
平日研修です。 
お近くの方のご参加 
お待ちしてます。 
 

 ★基礎研修会日程★  

参加ご希望の
方は事前にセ
ンターに申し
込みをしてく
ださい。 

 



編集後記 
 年末年始は何かと慌ただしく、体調を崩される方も多いのではないでしょうか。手洗い・
うがいを心掛け、風邪などひかれませんよう気を付けてお過ごしください。 

地区 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 8 合計 

協力 35 17 23 35 40 32 44 27 253 

両方 54 23 22 37 55 69 142 88 490 

依頼 429 175 224 494 500 540 845 464 3,671 

合計 518 215 269 566 595 641 1,031 579 4,414 

月 件数 

8月 708件 

9月 804件 

10月 767件 

活動状況データ 平成23年12月現在の会員数・活動件数 

             
           
 
 12月29日(木)より1月3日(火)までセ
ンターはお休みとなります。緊急に連
絡の必要な方は、各地区のリーダーま
でご連絡ください。 

 
 ファミリーサポートセンターの援助活動により得た報酬は「雑
所得」となり、経費を差し引いた額が年間38万円（基礎控除額）
を超えると課税の対象となります。すでに給与所得を得ている場
合には雑所得が年間20万円を超えると年末調整又は確定申告の対
象となります。 

   
 今回「変更届」を同封していますの
で、該当する方はご記入の上、郵送･
ファックス・直接センターへなど、ど
の方法でもかまいませんので提出して
ください。 

  ☆ お知らせ ☆  

年末年始の業務 

ファミリーサポートセンターのお礼 
(報酬)に対する課税について 

「変更届」について 
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