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 ぽっかぽかファミリーの表彰を行うようになって今年で４年目になりました。会員さ
んで組織するぽっかぽかファミリーは、会員活動に対してセンターと協力しながら独自
の事業を行っています。その事業の一つとしてファミリー・サポート・センターの活動
における功績に対し、毎年表彰を行っています。今年度は5名の方が表彰され、表彰状と
記念品が授与されました。これらの方々に心よりお祝い申し上げますとともに、永年に
亘る貢献に感謝し、これからの益々のご活躍を祈念してやみません。 
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  夏休み中もたくさんの家族が広場を訪れてくれました。「暑いですね～」と少々息切れ
しながらも、元気な子ども達と触れ合っているお父さん・お母さんに私たちも元気をもらい
ました。笑顔いっぱいで子育てしていけるよう、安心・安全を心掛け、これからも身近な
ファミリーサポートサンターでありたいと思っています。 

１地区   森  みどり      

７地区  奥田 みち子     

７地区   出口 孝子    

７地区    西村 実希子  

４地区   石井 美千子 

※表彰基準 
      5年以上在籍し、300件以上活動された方またはリーダー5年以上の経験者 



 今回のお話をいただいた時、たくさんのお子さ
んの笑顔が浮かびました。ファミサポに関わって
いなければ、お会いできなかったと思うと、なん
だか不思議な気持ちになります。そして、私の家
族の理解と協力がなければ、ここまで続けられな
かったと思います。 
 今回の受賞は家族を含め皆様のおかげです。 
本当にありがとうございました。 
      
      4地区協力会員   石井 美千子 

  

 
  

６月13日(水)本部にて表彰式が行われ４名の皆さんに表彰状と記念品が授与されました。 

                      (奥田さんは所用で欠席されました) 

 素晴らしい表彰式を催して頂きまして本当にありがたく思いました。 
これまで良いご縁に恵まれたことをつくづく感じます。私の宝物とも言える活動報告書を読み返しま
すと、かわいいお子さんや親御さん達とのたくさんの思い出が浮かびます。大切なお子さんを託して
下さったご依頼者の方々に感謝の気持ちで一杯です。これからも子育ての楽しさを多くの方々と共感
しながらお役に立てれば幸いです。 
                           ７地区両方会委員   西村 実希子 

 ぽっかぽかファミリーの表彰をいただきありがとうございました。 
私がファミサポに入会したのは、５年前たまたまお会いした赤ちゃん連れのお母さんから、時々ファ
ミサポを利用していると聞いたのがきっかけです。こんな可愛い赤ちゃんを私も預かりたい！と思い
、入会の申し込みをしました。できる事をできる範囲でとアドバイザーさんに励まされながら楽しく
活動し、いつの間にか丸５年が過ぎていました。この間にお預かりしたお子さん達との沢山の思い出
は、我が家の宝物です。折々に思い出し、あの時のあの子が可愛かったね楽しかったねと家族の話題
になっています。 
 我が子が小さい時にはまだなかったけれど、あの頃あったら良かったものナンバーワンのファミサ
ポです。近隣の市にお住まいの方に市川のファミサポはとても良いですねと言われ誇らしく思う事が
ありました。各地域にあるファミサポ、でも動かすのは私達会員です。これからもお母さん方の頼れ
るファミサポであるよう、心を込めて活動を続けていきたいと思います。 
                              1地区協力会員   森 みどり 

 思わぬ連絡を頂き驚きました。 
今まで「できる時にできるファミサポ」と
心掛けてきました。お預かりした子供さん
の笑顔、元気、又、預けて下さいました若
いママさんのパワーは、私自身が元気にな
れる源です。 
 これからも少しでもお役に立てるようフ
ァミサポの素敵な出会いを楽しみに活動を
続けさせて頂きたいと思います。この度は
、ありがとうございました。 
    
  ７地区協力会員   奥田 みち子 

 出口さん・西村さん・石井さん・森さん  



      内   容 月  日 時  間 場 所 申し込み 

 クリスマス会 
 楽しいことがいっぱい、サンタさんも 
 くるよ！みんな参加してね。 
   
 ♪参加費 無料 
 ♪参加はいずれか１日のみ 

12月4日(火） 10:30～12:00 妙典支部 妙典支部 

12月6日(木） 10:30～12:00 妙典支部 妙典支部 

12月7日(金） 10:30～12:00 ふれあい 

センター 

2階集会室 

本部 

 

 ぽっかぽか劇場 10月17日(水） 11:00～11:30 本部   
不 要 

10月18日(木） 11:00～11:30 妙典支部 

11月21日(水） 11:00～11:30 本部 

11月22日(木） 11:00～11:30 妙典支部 

 友人から紹介して頂き、ファミリーサポートに入会させて頂いたおかげで、お預かりのお子さんと楽しい
時間を過ごさせてもらい、さらに幸せを家族全員が感じさせて頂いております。最初は、子供さんが好きな
ので少しでも支援が出来たらとの思いで始めたのですが、年月が経つにつれ子供さん達の成長が孫のよ
うに嬉しく思うようになりました。そのような幸せな気持ちにさせて頂いた御両親に感謝しております。これ
からも出会いを大切に続けさせて頂きたいと思っております。今回は、ありがとうございました。 
                                            
                                            ７地区協力会員   出口 孝子 

 生後２ヶ月からの乳児を預かってくださる協力・両方会員を求めています。希望者は
この講座を修了することにより、2ケ月からの乳児を対象とした援助活動が可能となり
ますので、是非参加してください。修了者は会員証がピンクカードになります。 
 

 日  時 ：10月13日(土)10月20日(土)10：00～12：00（2回受講制） 
  
 場  所 ：ふれあいセンター2階集会室 
  
 対  象 ：協力会員・両方会員で2ケ月からの乳児を預かれる方 
       （子ども連れの方及び自分の子育てのための勉強という方は除く） 
  
 内  容 ：乳児と母親の心身のケア他（講師･･助産師） 
  
 申し込み ：本部        
               

産休明けサポーター養成講座のご案内 

♬くれよん広場１０・１１・１２月の予定♫ 

 ワーク・ライフ・バランスセミナーのご案内を別紙にて同封しております。 
たくさんの方のご参加お待ちしています。 

お 知 ら せ 

以前受講 
された方も 
再受講して 
みませんか。 



編集後記 
 夏バテはしていませんか？まだまだ残暑が厳しい日々が続いていますが、くれぐれも体調を崩されないよ
うにしてくださいね！秋・冬に向けてセンターでは様々な催しがたくさんあります。皆さんのご参加をお待ちし
ています！！ 

基礎研修会日程 

地区 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 8 合計 

協力 38 19 25 33 46 35 53 31 280 

両方 58 21 20 40 60 63 136 87 485 

依頼 453 177 242 508 525 530 891 490 3,816 

合計 549 217 287 581 630 628 1,079 608 4,581 

月 件数 

5月 778件 

6月 787件 

7月 734件 

活動状況データ 平成24年9月現在の会員数・活動件数 

月 日 時 間 場  所 申し込み先 

10月 5日(金）  9：30～13：00 妙典支部 妙典 

11月17日(土） 13：00～16：30 本部第1集会室 本部 

11月30日(金）  9：30～13：00 風の谷保育園 本部 

12月 8日(土) 13：00～16：30 妙典支部 妙典 

今回は平日研修が 
妙典支部と風の谷保育園
であります。この機会に 
両方会員になりませんか。 

会場と日程 活動時間 １０：００～１２：００ 

日 程 場 所 申し込み先 

10月11日(木) ファミリーサポートセンター本部 本部 377-5503 

10月19日(金) 妙典支部(妙典保育園２階） 妙典 701-2321 

10月25日(木) 妙典支部(妙典保育園２階） 妙典 701-2321 

11月 8日(木) 妙典支部（妙典保育園２階） 妙典 701-2321 

11月 9日(金) ファミリーサポートセンター本部 本部 377-5503 

11月16日(金) 妙典支部（妙典保育園２階） 妙典 701-2321 

12月 5日(水) 妙典支部（妙典保育園２階） 妙典 701-2321 

12月 6日(木) ファミリーサポートセンター本部 本部 377-5503 

12月19日(水) 妙典支部（妙典保育園２階） 妙典 701-2321 

 ♬あずかりっ子日程♫ 

以前研修会に参加された 
方も再受講してみませんか。 

参加される方は 
申し込みをしてください。 
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