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 秋色も次第に深まってまいりました。皆さま、いかがお過ごしでしょうか？ 
ファミリー・サポート・センターでは交流会などの行事を予定し、皆さまのご参加をお待ちして
おります。実り多き秋、素晴らしい出会いがひとつでも多くありますように！ 

 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5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８名の方が表彰され、表彰状と
記念品が授与されました。 
 またファミリー・サポート・センターの委託を受けています非営利活動法人いちかわ
子育て・家庭支援センターから1地区リーダーを退任された牛尾さんに表彰状が授与され
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。 
           
      
 
     

     
 
                       
 
                                
 
  
                                  
    
    

２地区  小川  佳子      

４地区  根岸 由美子     

７地区  川城 里美    

５地区    浅田 景子  

３地区   岡本 順子 

法人表彰 
    １地区  牛尾 優子                              

７地区    松本 照美  

８地区  寺内 理絵子    
８地区    塩谷 ケイ子  

(敬称略) 



 初めて転勤による引っ越し。両親は遠く離れ周
りは知らない人ばかり。その地で初めての出産、
子育て。不安がいっぱいでした。でも、幸いに人
情溢れる地だったので、地域の方々に助けていた
だき、子育てを楽しむことができました。それは
２６年前の事です。そんな思いがあり市川に来て
ファミサポを知った時、すぐ入会しました。これ
からも素敵な出会いを楽しみに、1人でも多くの
人を笑顔に、そして感謝の気持ちを忘れずに活動
していきたいと思います。今回はありがとうござ
いました。 
      ４地区協力会員 根岸 由美子 
 

  

 

  

６月12日(水)本部にて表彰式が行われ９名の皆さんに表彰状と記念品が授与されました。                       

 知り合いのいない市川市に転入してきた１０年前、一番にファミリーサポートに依頼登録。講習場
所に辿り着けず出直しとなった私が表彰していただけるとは、とても感慨深いものがあります。子育
て中は必死でみえなかったことがみえたり、たくさんの頑張っているママ達に出逢え、成長する子ど
も達に癒され、幸せな活動だと感謝しています。末永く続けられますように。 
                                ７地区両方会員 川城 里美 

  

「わぁ～い！」と、保育園のお迎えに行くと駆
け寄って抱きついてくる可愛い手。初めてのお
預かりの日には、いっぱい泣いても回を重ねる
ごとに声を出して笑い、いつしか腕の中で可愛
い寝顔。若いパパママやお子様のお手伝いを少
しでも出来ないかと思いながら始めたファミリ
ーサポートでしたが、でも本当は、お子様から
元気を貰い、優しい笑顔や可愛らしい姿に接し
て、私自身が一番幸せな時間を過ごしているの
ですね。ここまで続けて来られましたのも、フ
ァミリー・サポート・センターの皆様、いつも
頼りになるリーダーさんのお蔭だと感謝しつつ
、これからも可愛い笑顔にたくさん出会える事
を楽しみに続けて行きたいと思っております。
ありがとうございました。 
       ３地区協力会員 岡本 順子 
 

 我が子3人の子育てに使ったオンブひも、食器に
おもちゃ、絵本・・・。少々くたびれているけど、
ファミサポちゃんが来る度、再び出番です。この
７年間で３０組程の親子と知り合い、私自身もだ
いぶくたびれて来ました。でも出番がある限り、
これからも細く長く活動を続けていけたら良いな
と思っています。 
         ５地区協力会員 浅田 景子 
 

(松本さんは所用で欠席されました) 

先日、学童にＫちゃんを送って行くと２年位前
にお預かりしたＭちゃんに会いました。挨拶は
したけれど、忘れられたのかな？と思ってしま
いましたが、その後、Ｍちゃんのお母さんから
メールが来て「小川さんに会ったよ」と報告し
てくれていて、ものすごく嬉しく思いました。
こんな嬉しい出会いがたくさんあるのがファミ
サポです。今回は本当にありがとうございまし
た。                                              
      ２地区協力会員 小川 佳子 

後列左から 根岸さん・浅田さん・川城さん・寺内さん・小川さん 
前列左から 岡本さん・塩谷さん・牛尾さん 



         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3日(火） 10:30～12:00 妙典支部 妙典支部 

12月5日(木） 10:30～12:00 妙典支部 妙典支部 

12月4日(水） 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16日(水） 11:00～11:30 本部   

不 要 
10月17日(木） 11:00～11:30 妙典支部 

11月21日(木） 11:00～11:30 本部 

11月21日(木） 11:00～11:30 妙典支部 

 協力会員になって日は浅いのですが、もっと長
く活動をしている気がします。 
当初はまだ小さかった子がオムツもはずれお話
しも上手になったり、小学校1年生だった子がす
っかりお姉さんになっていたり、お預かりする
子ども達がずい分大きくなっていて、とても感
慨深いです。これからも、そういった子ども達
の成長を楽しみにしながら見守っていきたいと
思います。今回はこのような表彰をして頂きあ
りがとうございました。 
        ７地区両方会員 松本 照美 
 

♬くれよん広場１０・１１・１２月の予定♫ 

 「ギブアンドテイク」のファミサポ活動 
 我が子の子育て時にお世話になったお礼にと始めたファミサポ活動で表彰を頂けるとは夢にも
思って居りませんでした。嬉しい気持ちでいっぱいです。有難うございました。 
 お父様やお母様の子育てにほんの少しでも手をお貸ししたい「ギブ」の気持ちで始めたつもり
でしたが、なんと・・・ 「テイク」の方が多いのに気づきました。お子様をお預かりする毎に
若い元気なエネルギーをたっぷりと戴いているのです。６０歳も後半に差し掛かった今、健康に
大過無く過ごせているのは「テイク」の御陰と日々感謝しております。 
                             8地区協力会員 塩谷ケイ子 
 

  

  

 入会した頃は末娘がまだ小さく、お預かりし
たお子さんと一緒に遊ぶというより、遊んでも
らえることを楽しみにしていたような感じでし
た。その娘も今では6年生、たのもしく優しい
お姉さんになりました。お預かりしたお子さん
やわが子の成長を感じながら、楽しく活動して
きました。これまでの出会いや一緒に過ごした
時間は、私だけでなく家族にとっても大事なも
のとなっています。 
 ありがとうございました。 
       ８地区両方会員 寺内 理絵子 

 6月に法人表彰をいただきました。ありがとうございます。 
『できる事を、できる人が、できる時に』の心で活動し、今年の３月地区リーダーのバトンを次の
方に託し協力会員となりました。リーダーさんという立場の時は活動という山に登ることばかりで、
誰かの支えになっていたかな？周りをみることが出来ていたのか？心配になりました。ファミサポ
さんはそんな私を受け入れてくれました。「自分らしくいられる場所＝ファミサポ」なんだと今も
感じています。これからも小さな勇気で一歩ずつ前に進んでいきたいです。 
                              １地区協力会員 牛尾 優子   
  



編集後記 

 今年の夏もたいへん厳しいものでしたね・・・過ごしやすい季節になりましたが無理をなさらぬよう、どうぞ
お元気で行く秋をお楽しみください。 

基礎研修会日程 

地区 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 8 合計 

協力 42 24 29 38 49 36 58 37 313 

両方 60 20 19 36 65 66 135 84 485 

依頼 501 198 268 556 591 561 992 542 4,209 

合計 603 242 316 630 705 663 1,185 663 5,007 

月 件 数 

5月 1,006件 

6月 938件 

7月 890件 

活動状況データ 平成25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11日(金）  9：30～13：00 妙典支部 妙典 

11月16日(土） 13：00～16：30 本部第1集会室 本部 

12月14日(土) 13：00～16：30 妙典支部 妙典 

今回は平日研修が 

妙典支部であります。
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18日(金) 妙典支部(妙典保育園２階） 妙典 701-2321 

10月24日(木) ファミリーサポートセンター本部 本部 377-5503 

10月31日(木) 妙典支部(妙典保育園２階） 妙典 701-2321 

11月 6日(水) 妙典支部（妙典保育園２階） 妙典 701-2321 

11月 8日(金) ファミリーサポートセンター本部 本部 377-5503 

11月15日(金) 妙典支部（妙典保育園２階） 妙典 701-2321 

12月13日(金) ファミリーサポートセンター本部 本部 377-5503 

12月13日(金) 妙典支部（妙典保育園２階） 妙典 701-2321 

12月18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♫ 参加される方は 

申し込みをしてください。 

 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 ：11月30日(土)12月7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 

以前受講 

された方も 

再受講して 

みませんか。 


