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 読書の秋、芸術の秋、食欲の秋とのんびり好きなことを楽しめる季節なのでしょうか。皆
様の毎日にもほっと心がなごむ瞬間がおとずれますように。 

 昨年まで会員さんで組織する「ぽっかぽかファミリー」が行っていた表彰を今年度
から「特定非営利活動法人いちかわ子育て・家庭支援センター」の法人表彰として行
う事になりました。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、６
月１４日本部にて表彰式が行われ、今年度は１８名の方に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。                               

１地区  鈴木 栄治      

１地区  森  恵利子    

２地区  山田 栄子  

(敬称略) 

表彰者 

２地区   柴田 美奈子  

１地区   志村 幸子  

３地区  茅野 紀子  

３地区  花蜜 ユカ      

３地区  香坂 明子    

５地区  末永 浩美  

５地区   菱沼 龍子  

３地区   幸前 文子  

５地区  岡本 勢津子  

６地区  守屋 香織      

７地区  永澤 紀子    

７地区  髙橋 薫  

７地区   大桃 理恵子  

５地区   石岡 繁子  

８地区  杉野 弥生  



  
  

 私はファミリーサポートの子供さんに導か
れ、ご家族はじめ保育園、小学校の皆さん
とも親しくさせてもらっています。この歳
になって、不思議な出会いがある！何とも
心地よいです。 

     １地区 協力会員 鈴木 栄治 

 

 お迎えのお父さんを見て、「お父さん
大好き」と。お父さん、参りますね。愛
おしい限りです。子供ってかわいいねと
思います。いろんな出会いがあったファ
ミリー・サポートです。これからも元気
にお預かりできればと思います。感謝状
ありがとうございました。 

    １地区 協力会員 志村 幸子 

 

 

６月１４日(水)本部にて表彰式が行われ表彰状と記念品が授与されました。                       

  

 娘がファミサポのお陰で、孫が今年中学生
になりました。私も今、現役の仕事を退き
、ご恩返しに幼いお子さんと接するように
なり、あっという間に５年が過ぎました。
本当のおばあちゃんの様に甘え、我がまま
言ってくれる子供達の日々成長を感じる行
動や言動に私自身元気を貰っています。お
役に立てる間、もう暫く続けさせて下さい
。ありがとうございました。 

     ２地区 協力会員 山田 栄子 

 この度は、とても素敵な感謝状を
頂きありがとうございます。今まで
たくさんのご家族と出会い、毎回お
預かりする子たちに我が子たちも成
長させて頂きとても感謝しています
。これからもたくさんのご家族と出
会える事を楽しみにしています。 
   1地区 両方会員 森 恵利子 

  
 知り合いに勧められて両方会員になり６年２地区リーダーとして活動させていただいて３
年半ですが、ここまでやり続けるとは思っていませんでした。いろいろな出会いがありまし
たが、私にとっていつも貴重な経験となっています。ありがとうございました。 
                       ２地区 両方会員 柴田 美奈子 

(後列左から) 岡本さん・末永さん・香坂さん・山田さん・幸前さん・茅野さん・森さん・鈴木さん                   
(前列左から)    石岡さん・花蜜さん・柴田さん ・志村さん・杉野さん・大桃さん     

       ※菱沼さん、守屋さん、永澤さん、髙橋さんは所用で欠席されました。 

  

  



 気がつけば６年の月日がたっていました
。最初のお子さんは毎日保育園に送りに
行くというものでした。６年たってもは
っきり覚えています。昨日の事の様に。
手をつなぎ、歌をうたったり、ライダー
ものの変身を見せてもらったり、だが時
には眠くて機嫌が悪い日もあり、わがま
まを言われたり(笑)（きっと私に慣れて
くれたからなのでしょう）困ったり、喜
んだり。そんな日々は私の宝物です。あ
りがとう。そして６年間、支えていただ
いたファミリーサポートのみなさん、あ
りがとうございました。 

    ３地区 協力会員 香坂 明子 

 
 

  

 この度は、本当に有難うございます。これ
もひとえに皆様のお陰だと感謝の気持ちで
一杯です。市川に来て１４年、走馬灯の様
に蘇る日々を振り返ると幼児だった娘も児
童となり、人として大切な情緒的体験に数
多く触れる事ができ、とても貴重な時間を
持つ事ができました。今後共、微力ではあ
りますが、皆様と繫がりお役に立つ事がで
きれば・・・と願っております。 

     ５地区 両方会員 末永 浩美 

  

 この度、５年以上のお手伝いで表彰とい
う名誉をいただきありがとうございました
。小さなお子さんと一緒に遊べばと軽い気
持ちで始めました。男の子３人を育て、女
の子の扱いが分からず心配でした。今は私
の来るのを待っていてくれるとの事、しあ
わせです。 

     ５地区 協力会員 石岡 繁子 

  

 この度の表彰ありがとうございます。ち
ょっと空き時間にお子さんと触れ合い、気
付けば年数が過ぎていました。お子さんに
癒される日々でした。今後もたくさんの方
との出会いを楽しみにしています。 
     
    ３地区 協力会員 花蜜 ユカ 

  

 たくさんの子供と出会えたおかげで子供の
数だけ考え方や思いがあるという事、改め
て教えてもらい私は勉強させていただきま
した。ファミサポはたくさんの笑顔が見れ
てやっていて元気ももらいます。これから
も楽しみながらファミサポやっていて良か
ったなーとお互いが思える活動をしていき
たいと思っています。 

     ８地区 両方会員 杉野 弥生 

 

  

 この度はファミサポの活動において表彰し
ていただき、大変嬉しくありがたい気持ち
です。たくさんのかわいいお子さん達やマ
マさん達との出会いがあり笑顔を見れるこ
の活動は、私にとっても元気を与えてくれ
ています。これからも少しでも皆さんのお
役にたてるように頑張ります。       

    ７地区 両方会員 大桃 理恵子 

  

 私は、ファミリー・サポート・センターが
立ち上がった時から知っていたのですが、
実際、会員になって初めて、市川のファミ
サポの素晴らしさに気付きました。このよ
うな経験をできたことをとてもありがたく
思っております。 

     ３地区 協力会員 幸前 文子 

  

 ‘できる人ができる時にできることを’
に共感し、発足当初、両方会員になりまし
た。協力会員になった今は自分がしてもら
って嬉しかったことを人にすることで恩返
しをしている気がします。依頼会員の方に
は是非両方会員になってもらいたいです。
自分の子どもと預かるお子さんとの関係性
に新たな発見がありよ！ 

     ３地区 協力会員 茅野 紀子 

  

 この度は表彰して頂きありがとうござい
ました。お預かりの時間は、笑顔に癒され
たり溢れるパワーに触れられたりして私の
方が楽しませてもらっている以上に、依頼
者の方から感謝して頂いて、その上表彰と
は申し訳ないという気持ちになりました。
地区リーダーとなった昨年からは、事前打
ち合わせにも関わらせて頂き、会員の方と
の出会いが増えてこちらも楽しい時間です
。この貴重な時間を大切にして末永く活動
していきたいです。      

    ５地区 協力会員 岡本 勢津子 



編集後記 
 最近は季節に関係なく病気が流行するそうです。お子さんを優先し、自分のことは後まわしに
なりがちですが、どうぞ自分の体も大切にお過ごしください。 

月 日 時 間 場  所 申し込み先 

10月20日(金）  9：30～13：00 妙典支部 妙典 

11月11日(土） 13：00～16：30 本部第1集会室 本部 

12月16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。 

日 程 時 間 

10月18日(水) 10：00～12：00 

10月26日(木) 10：00～12：00 

11月 2日(木) 10：00～12：00 

11月10日(金) 10：00～12：00 

12月 1日(金) 10：00～12：00 

12月15日(金) 10：00～12：00 

💛💛あずかりっ子日程💛💛 

★申し込み先：本部 377-5503  
       妙典 701-2321   

日 程 時 間 

10月25日(水) 10：00～12：00 

11月30日(木) 10：00～12：00 

12月15日(金) 10：00～12：00 

場所：本部（大洲） 場所：妙典支部(妙典保育園２階） 

基礎研修会日程 

        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 

来るよ！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6日(水） 10:30～12:00 妙典支部 妙典支部 

12月7日(木） 10:30～12:00 妙典支部 妙典支部 

12月8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19日(木） 11:00～11:30 本部   
不 要 

10月19日(木） 11:00～11:30 妙典支部 

11月16日(木） 11:00～11:30 本部 

11月16日(木） 11:00～11:30 妙典支部 

❤くれよん広場１０・１１・１２月の予定❤ 
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