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 今年もたくさんの方との出会いがありました。出会うことにより人と人とがつながり、人と人
がつながると心が温かくなります。相互援助活動や、様々な交流を通じ、人と人がつながり、そ
の輪が広がっていきます。来年も皆様に支えていただきながら、人の輪を広げていけたらと思い
ます。どうぞよ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                                                       



  祝市長表彰     
 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10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。 

   この度は、市長表彰を頂きありがとうござい
ました。この表彰は家族全員で頂いたもので
、家族の協力なしには、１０年も続かなかっ
たと思います。本当に感謝の思いでいっぱい
です。昨年、主人も協力会員となり、２人３
脚で活動できるようになりました。初心に戻
って、次の１０年を目標に頑張っていきたい
と思っています。今までの出会いに感謝しつ
つ、これからの出会いを大切にしていきたい
と思います。本当に有難うございました。 

     ２地区協力会員 清水 美智子 

 沢山の素敵な出会いを重ねていつの間にか過ぎた
１０年。いい方ばかりなのでファミサポはそんな
方が集まるパワースポットなのかと不思議に思う
ほどです。振り返れば本当に沢山のご家族にお会
いしましたが、私は…第二の母？時にはおばあち
ゃん？ある時はママ友？お節介おばさんになった
事もあったかな。本当にいろいろな活動がありま
した。いつの間にか忘れられちゃったとしても私
にとってはどれもぽっかぽかな思い出です。 

       ３地区協力会員 渡辺 えり子 
 

 この度、市より感謝状をいただきました。あっと
いう間の十年。初めた頃は育児(自)で、子育てママ
と喜悲を共感し合いました。これからは、先輩ママ
からいただいた優しさと深い心を伝えていけたらと
思います。「人助けの活動、偉いね～」と時々言わ
れますがお助けできるということは「役にたてた」
と思える時。私も嬉しいのです。 家族の協力、ア
ドバイザー・リーダーの皆さんの理解、会員さんと
の楽しい時があるので続けられています。 

        １地区協力会員 牛尾 優子 

  感謝感激雨霰とはあのような日のことを言う

のでしょうか。前日からの台風で足元の心配や
らで気を病んでいましたが、すばらしい台風一
過に恵まれ、役所の方々の長い長い拍手に迎え
られ真心の込もった表彰式に出席させて頂き、
本当にありがとうございました。 
１０年近くめげず退かずサポートを続けさせて
頂き、サポートを信頼しご依頼下さったご両親
、お子さまのお陰様と感謝致して居ります。あ
りがとうございました。 

     ４地区協力会員 岡本 マツ子 
 
 

 “グランマー”と子供達に呼ばれ続けて １０年、早いものですね。その子供達も小学校の高学年
、中学生にと、そしていつの間にか “松野さん”と変わり、彼らの成長をうかがわせる偶然の出会
いでの会話と、よそ様の大切な子供達の２，３才からこうした小学生から中学生、高校生までの歩み
を見届けられる幸せ、ご両親様そして子供達ありがとう、そして幸せな将来を祈っています。ここで
もうひとつ、“松野さん”と呼ぶようになった子供達に投げかけた“be good、and see you 
soon” に 瞬時に “see you later!!”の言葉がありました。 
 かつて幼児教育にかかわっていたからと定年退職後のボケ防止とばかりに選んだこの道、日々の純
真な子供達とのお付き合い、私はすぐ自身の不純な動機をとても恥ずかしく申し訳なく思ったもので
した。幼稚園の行き帰りの楽しい会話、お散歩気分で歌を歌ったり、なんでもない小石に大きな喜び
を感じたりと、幼稚園のお迎え、また暗くなってからの学童保育のお迎えなどにもママやパパのお迎
えのように喜びを体いっぱいに腕の中に飛び込んできてくれた子供達、こうした機会を与えてくれた
センターの存在と天使たちに心からありがとうございました。  

                          ３地区協力会員 松野 たつ子         

 「子供が好き」というだけの、こんな私でも何かできることがあるかしら？と思っている時にファ
ミリーサポートの活動を知りました。協力会員になり気付いたら１０年が過ぎていました。大切なお
子さんを私を信頼して預けてくださった親御さんと「無理はしないでね。」といつも言ってくださっ
たセンター長はじめアドバイザーの皆さんがいてくださったからこそ、今回の市長表彰をいただくこ
とができました。本当にありがとうございました。 
ファミサポでのたくさんの出会いは私の宝物です。 

                            ４地区協力会員  井上 恵子 



★活動時間 10：00～12：00 

日 程 場 所 申し込み先 

1月11日(金) ファミリーサポートセンター本部 本部 377-5503 

1月23日(水) 妙典支部(妙典保育園２階） 妙典 701-2321 

1月31日(木) 妙典支部(妙典保育園２階） 妙典 701-2321 

2月 7日(木) ファミリーサポートセンター本部 本部 377-5503 

2月 7日(木) 妙典支部（妙典保育園２階） 妙典 701-2321 

2月15日(金) 妙典支部（妙典保育園２階） 妙典 701-2321 

3月 1日(金) ファミリーサポートセンター本部 本部 377-5503 

3月 1日(金) 妙典支部（妙典保育園２階） 妙典 701-2321 

3月 7日(木) 妙典支部（妙典保育園２階） 妙典 701-2321 

   たくさんの出会いに感謝 
 このたび市川市からファミリーサポートセンター活動１０年の表彰を受け、市川市長より賞状をい
ただき、大変光栄に思っております。もう１０年も経ったのかと、あっという間の月日のように感じ
ます。できるときに、できることから、というファミサポの姿勢に励まされ、無理をしないで続けて
きたことが、年月を感じさせなかったのかもしれないと思っています。 
 また協力会員と並行して、地区リーダーを務めさせていただいていますが、たくさんの打合せに立
ち会い、様々なご事情を抱える親御さんと出会いました。みなさんキラキラした瞳で、一生懸命子育
てなさっていることに毎回感動しています。また協力会員さん達のできるだけ協力したいというあた
たかい、広いお心に毎回頭が下がります。 
 これからも素晴らしい出会いを大切に、親御さんとお子さんの育児のお手伝いをできるかぎり続け
ていきたいと気持ちを新たに致しました。このたびは誠にありがとうございました。                      

                             ５地区協力会員 鈴木 泰子 

❤あずかりっ子日程❤ 

 ファミリーサポートに入会して１０年。初めての打ち合わせにドキドキした事を昨日の事のように
思い出されます。毎回大切なお子様を無事にお父さんお母さんにかえす時、ホッとすると同時に笑顔
で抱っこされ手を振る姿にとても嬉しくなります。 
 今回、大久保市長様から直接表彰状をいただき大変感激いたしました。これからも私なりに出来る
事をお手伝いさせていただけたらと思います。そしてこれからもファミリーサポートの輪がドンドン
広がっていくことを願っています。           ８地区協力会員  長富 淳子 
                              

 この度は、誠にありがとうございました。微力な私ですが、頼りにして下さり、依頼をしてくれた方、
笑顔で遊んでくれたお子さんたち、私と一緒に預かったお子さんを見てくれたわが子がいて、頂けた
賞状です。本当にありがとうございました。 
 １０年前の私のファミリーサポートの協力会員の会員証の写真は、３人の顔が載っています。５才
の長男、６か月になったばかりの次男、私。私だけでなく、子供達の協力なくしては、預ける事も、
お子さんを預かる事もできないな、と思い、わが子も協力会員とさせて頂きたく、３人の載っている
写真を添付させて頂きました。自分の勉強のため、預ける回数が、多かった活動も、子供たちが大き
くなり、働くママ達の代わりにお迎えに行ったり、通院の間、預かったりと、預かる回数が増えまし
た。保育園にお迎えに行くと、私でなく、一緒に来ていたわが子に、笑顔でかけ寄ってきます。家に
ついても、私でなく、わが子にべったり。初めてくるお子さんも、最初は不安がっていても、わが子
と遊ぶのに夢中になって「また、くる！」と次を楽しみにしいます。 
まさに、わが子達が協力会員になってました。笑顔のママ、パパ、お子さんが増える様に、ちょっと

の協力をこれからも、させて頂きたいと思います。     ８地区両方会員 大塚 弘子 

★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。 

 このたびは、市よりこのような賞をいただけてとても嬉しく思います。ファミリーサポートとの出
会いのきっかけは、共働きだった友達に登録をすすめられたことです。当初は、お預かりをするのに
不安もありましたが、時を重ねて行く事に子供との出会いが楽しくなりました。あれから、十数年が
経った今も続けてこられたのは、色んな子供と出会える喜びがあったからです。これからも、たくさ

んの子供と出会い、そして少しでも困っている方の手助けをしていけたらと思います。                    
                         ８地区協力会員 笹本 けい子 



 編集後記 
 今年はこの時期に選挙があり、慌ただしさを増していたようです。また、ノロウイルス、マイコ
プラズマが流行っています。手洗い、うがいを心がけてお過ごしください。 

基礎研修会日程 

地区 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 8 合計 

協力 34 14 20 31 26 30 34 25 294 

両方 55 20 21 37 58 64 151 93 494 

依頼 380 154 197 454 454 535 774 435 3,991 

合計 469 188 238 522 538 629 959 553 4,779 

月 件数 

8月 673件 

9月 778件 

10月 748件 

活動状況データ 平成24年12月現在の会員数・活動件数 

月 日 時 間 場  所 申し込み先 

 1月26日(土） 13：00～16：30 本部第1集会室 本部 

 2月16日(土） 13：00～16：30 妙典支部 妙典 

 3月 2日(土) 13：00～16：30 本部第1集会室 本部 

            
 12月29日(土)より1月3日(木)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。 

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 

日 程 場 所 申し込み 

1月16日(水） 本部  
 
 
 不要 

1月17日(木） 妙典支部 

2月20日(水） 本部 

2月21日(木） 妙典支部 

3月21日(木） 本部 

3月21日(木） 妙典支部 

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。 
 

☆ お知らせ ☆  

♪♬ ぽっかぽか劇場日程 ♬♪  
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