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    卒業と別れの季節、春光の中にも何か物悲しさを感じたりするこのごろです。ファミリー・
サポート・センターでも、入会される方や退会される方、それぞれの新しい出会いと輝かしい日
々を応援していきたいと思っています。  
 春の日ざしをうけて、あたたかな気持ちで安心して子育てしていける地域であることを願い、
これからもお手伝いさせていただきたいと思っています。 

 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                                                       

子育てサポーター養成講座Ⅳ 
――よりよいコミュニケーションを学ぶ―― 

 子育てサポーター養成講座も回を重ね今年度は4年目となります。回を重ねるごとに、参加して
くださる方が増えています。皆さんから「いろいろな人と話すことが楽しい。」「こんなに沢山
の仲間がいるんだ。」「皆つながっている。」などの感想をいただきました。この養成講座は、
単にコミュニケーションを学ぶだけではなく、相互交流そのものの場になってきているのですね。
皆さんが学びを実践している証です。講師として有難くうれしく感じております。 
 今年度は、3年間の理論を基本において、学んだことを整理しながらその上に積み上げていくよ
うな研修にしたいと考えています。この講座は、いつでも、どこからでも学べるように工夫して
います。初めての方の参加大歓迎です。ともにレベルアップをしましょう。 
 全講座参加者には、修了証を発行いたします。 

笈田育子氏プロフィール 
 30代から心理学、カウンセリングを学び始める。平成9年より看護専門学校の非常勤講師、地方自治体の人材育
成研修講師、「悩みごと相談」相談員、NPO組織の運営と相談業務などを行う。         
 

●対象：協力会員・両方会員    
●日時：（時間は各回とも10：00～12：00） 
 
第1回 H24年 6月27日（水）「対人コミュニケーション―自分を理解する―」 
第2回 H24年 9月26日（水）「対人コミュニケーション―子どもを理解する―」 
第3回 H24年 11月28日（水）「対人コミュニケーション―かかわりを理解する―」 
●会場：ふれあいセンター2F集会室 
●講師：笈田育子氏 

今回も第３回終了後に協力・両方会員の交流会を行ないます。お食事をいただきながら、研修につ
いてのお話や日頃の活動の中での感動や、また困ったことなども共有しながら、楽しい交流会にし
たいと思います。  



月 日(曜日) 行 事 名 時 間 場 所 対 象 者 

6  20(水） 七夕会(本部) 10：30～11：30 本部 全会員 

21(木） 七夕会(妙典) 10：30～11：30 妙典支部 全会員 

26(火） 七夕会(妙典) 10：30～11：30 妙典支部 全会員 

27(水） 子育てサポーター養成講座 10：00～12：00 本部 協力・両方会員 

9 26(水） 子育てサポーター養成講座 10：00～12：00 本部 協力・両方会員 

11 28(水） 子育てサポーター養成講座 10：00～12：00 本部 協力・両方会員 

28(水） 協力・両方会員交流会 12：00～14：00 本部 協力・両方会員 

12  4(火） クリスマス会(妙典) 10：30～12：00 妙典支部 全会員 

 6(木） クリスマス会(妙典) 10：30～12：00 妙典支部 全会員 

 7(金） クリスマス会(本部) 10：30～12：00 本部 全会員 

平成24年度 主な行事予定 

★詳細は通信でお知らせします 

※産明けサポーター養成講座を秋頃予定しています 

  

                 安全に活動するための確認事項               年   月   日 

                                          いちかわファミリー・サポート・センター 

                       確 認 項 目 

1 お子さんが触ると危険なものは、手の届かないところに置きましょう 

  ①ポット、鍋、アイロン、ストーブ、ファンヒーター等やけどの原因になるもの 

  ②たばこ(預かりの際の喫煙禁止)、薬、ボタン、硬貨等の飲み込む恐れがあるもの 

  ③はさみ、カミソリ、包丁等刃物類及び扇風機等けがの原因になるもの 

  ④ピーナッツ・こんにゃくゼリーなど窒息の原因になるもの 

2 階段の昇り降り（段差）や浴室の出入りに気を付けましょう 

3 お子さんがひとりでベランダへ行き来したり、窓から転倒しないようにしましょう 

4 ドアがバタンと閉まらないようにしましょう 

5 屋外に出る時は、こどもから目を離さないようにしましょう 

6 お子さんだけにして、家を留守にしないようにしましょう 

    

1 赤ちゃんをうつ伏せにしません 

2 赤ちゃんをソファーやベッドなど高い所においた時は、目を離さないようにしましょう 

3 赤ちゃんが寝ているときも、目を離さないようにしましょう 

    

1 お子さんと歩くときは、手をつなぎ、お子さんが歩行側になるようにしましょう 

2 自転車の場合は、こども乗せカゴを使用しましょう 

3 車の場合は、必ずチャイルドシートに乗せましょう 

4 自転車や車にこどもを1人にしません 

    

お 知 ら せ 

 いちかわファミリー・サポート・センターは、平成11年に開所以来、今日まで大きい事故もなく
活動を行ってまいりました。これもひとえに協力して頂いている方々のおかげだとありがたく思っ
ています。今後もより一層安全に安心して活動して頂くために事前打合せの時に、毎回必ず確認し
て頂く項目を作成しましたのでお知らせします。下記の用紙は、立ち会うリーダーに持参して頂き
ますので今後ともよろしくお願いします。 



日 程 場 所 申し込み 

4月18日(水） 本部  
 不要 4月19日(木） 妙典支部 

5月16日(水） 本部 

5月17日(木） 妙典支部 

 

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。 
 

日 程 場  所 申し込み先 

4月19日(木) 本部 377-5503 

4月20日(金) 妙典支部(妙典保育園２階） 701-2321 

4月27日(金) 妙典支部(妙典保育園２階） 701-2321 

5月11日(金) 妙典支部(妙典保育園２階） 701-2321 

5月18日(金) 本部 377-5503 

5月24日(木) 妙典支部（妙典保育園２階） 701-2321 

6月 1日(金) 妙典支部（妙典保育園２階） 701-2321 

6月 7日(木) 本部 377-5503 

6月 7日(木) 妙典支部（妙典保育園２階） 701-2321 

♪♬ ぽっかぽか劇場日程 ♬♪  

      内   容 日  時 場  所 申し込み 

七夕飾りを作ろう 
   

 短冊に願いをこめて 

 親子で楽しく 

 過ごしませんか 

   

 ★参加費無料 

6月20日(水）  

10:30～11:30 

ふれあいセンター 

２階集会室 

本 部 

6月21日(木）  

10:30～11:30 

妙典支部 妙典支部 

6月26日(火）  

10:30～12:00 

妙典支部 妙典支部 

❤ 七夕交流会  ❤ 

❤ あずかりっ子日程  ❤ 

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 
   うららかな春の陽気に誘われて、にこにこ笑顔の新入園・新入学の子どもたち！ 
  新年度に向けて、アドバイザー一同もにこにこ笑顔でスタートいたします！！  

地区 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 8 合計 

協力 38 17 24 33 41 30 46 28 257 

両方 60 22 22 38 56 68  141 89 496 

依頼 436 184 230 497 505 543 855 470 3,720 

合計 534 223 276 568 602 641 1,042 587 4,473 

月 件数 

11月 826件 

12月 780件 

1月 586件 

活動状況データ 平成24年3月現在の会員数・活動件数 

基礎研修会日程 

月 日 時 間 場  所 申し込み先 

4月21日(土） 13：00～16：30 妙典支部 妙典 

5月12日(土） 13：00～16：30 本部第1集会室 本部 

6月 1日(金)  9：30～13：00 本部第1集会室 本部 

6月 9日(土) 13：00～16：30 妙典支部 妙典 

 今月は年度末の集計をする関係で４月５日
(木)までに提出してくださるようお願いします。 

  なお提出方法は、郵送・ファックス・地区リー
ダーへ・直接センターへなど、どの方法でもかま 
いません。 

「活動報告書」の提出について 

 今年もまたお世話になった方や支え
てくれているご家族の方や、かわいい
依頼会員のお子さんにありがとうを伝
えてみませんか。頂いたメッセージは、
感謝状としてご本人にお贈りすると共
に、ぽっかぽか通信特別号に掲載（無
記名）します。(別紙を同封しており
ます) 

(平成23年4月1日 
    ～平成24年3月31日分すべて) 

ありがとうメッセージ 

６月は平日研修が
あります。この機
会に両方会員にな
りませんか。 

アドバイザー退職 

 私は、平成14年の4月にファミサポに入り、今日まで皆さまには長い間お世話になり
ました。前の職場を退職した時、「本当に頑張ったな」と満足でした。そして、その後
ファミサポにお世話になることになった時、もうこれからは「おまけ」の仕事だなとい
う気持ちでした。ところが、リーダーさんはじめ皆さまに出会い、別世界があることを
知り、そんな馬鹿な考えをしていた自分が恥ずかしくなりました。そんな私でしたが皆
様に「本物のやさしさ」を教えていただき、少しは成長できたように思います。 
 又、依頼会員さんや広場でお会いした方々やお子様方とのかかわりもすごく楽しかっ
たです。それもこれもいちかわファミリー・サポート・センターに在籍させていただい
たおかげです。本当にありがとうございました。 
 どうぞ皆さまお元気で！！                        
                              門脇 芳子 
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