
 今年はどのような一年でしたか？ファミサポはかわいい笑顔のお子さんとあたたかい 

笑顔で子ども達を包んで下さる協力者・お母様と出会えた一年でした。一年の締めくくりに 

我が家の嬉しかった事を思い出してはいかがでしょうか。来年も嬉しいことがたくさんある
年になると良いですね。 
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来年もまたぽっかぽかの出会いがありますように 

地区リーダー・アドバイザー一同 



   祝市長表彰     
 今年度もファミリーサポートの活動における功績に対し、協力者５名の方が市川市長より表彰さ
れ、市川市からの表彰状を授与されました。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。 

 この度はファミリーサポート協力会員になって10年の区切りに市長より感謝状を頂き、家族共々嬉
しくありがたく思っております。センターの皆様、会員の皆様のお陰で楽しく続けて来られました。
この10年の間にファミサポを知らないという方は本当に少なくなり、ファミサポはますます頼りにな
る存在になりました。 

 少しずつですが、私もお手伝いを継続していきたいと願っています。お預かりしたお子さん達の笑
顔は、我が家の宝物！これからも宜しくお願い致します。 

                                1地区協力会員 森 みどり 

 表彰ありがとうございました。 

 いつもお預かりの時、かわいい笑顔と感謝
の言葉を頂くのですが、私の方こそ預けてく
れてありがとうという気持ちです。ファミサ
ポの子供と過ごす時間は私にとって新鮮でパ
ワーをもらう時間でもあります。これからも
出来る範囲でサポートしていきたいです。 

 また、理解してくれている私の家族にも感
謝です。 

       ６地区協力会員 守屋 香織 

 この度は、市長様より表彰して頂き、ありが
とうございました。 

 ファミサポの活動を把握していなかった私に
友人より依頼のお話を頂いたのが、登録のきっ
かけです。その後、信頼して預けて下さる御家
族との出会いで癒され、元気をもらった１０年
間でした。センターの方々、リーダーさん、家
族の理解・協力のお陰で続けてこれました。全
ての方に感謝の気持ちでいっぱいです。 

       ７地区協力会員 出口 孝子 

 この度は表彰して頂き大変ありがとうございました。 

１人目の育児休暇中にファミサポに両方会員として入会してから、自分だけでなく我が子にとっても
色々な方とのいい出会い、いい経験が沢山ありました。ファミサポには大変感謝しております。 

 実は育児休暇中に預かりを経験することはなく、２人目の仕事復帰をしてからはもっぱら依頼会員
としてファミサポにお世話になっていました。休日出勤することが増え、子どもたちはかなりの時間
を協力会員のＩさん宅で過ごさせていただきました。ここで育児の悩みや仕事の相談にも乗ってくれ
る、面倒見のいいＩさんとの出会いがありました。Ｉさんのお宅へ行くのを子ども達は毎回とても楽
しみにしてくれ、休日に丸一日子供を預けるという罪悪感が薄れ、ファミサポの存在が本当にありが
たかったです。 

 そんな私がお預かりを引き受けるようになったのは、息子が小４になり学童がなくなるのを機に退
職して１年が過ぎた頃です。Ｉさんにお世話になった御恩返しと、以前の私のような働くママさんの
お役に少しでも立てればとの思いでした。お預かりを始めると、お子さん達が我が家にやってくるこ
とを特に娘は楽しみにしてくれ、保育園のお迎えや遊び相手、食事やトイレのお世話など積極的に引
き受けてくれました。可愛いお子さん達の預かりを通して癒されるだけでなく、娘の成長をとても感
じることができたここ数年でした。 

 今年は息子が受験生となり、娘も部活や習い事でだんだん忙しくなり定期的なお預かりができなく
なりました。現在は月数回の不定期のお預かりだけで、センターから新規のお預かりの話をいただい
ても断ることが多く申し訳なく思っていました。このまま続けても逆に迷惑かなと思っていたところ
先日「できる時にできる方がやればいいのよ」とセンター長の柴崎さんにかけていただいた言葉はあ
りがたかったです。 

 微力ではありますが、これからもいい出会いやいい経験ができることを楽しみに、会員を続けてい
きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。        

                              ５地区両方会員 菱沼 龍子 

 



♫クリスマス会の様子♬ 
 12月6日・7日（妙典支部）8日（ふれあいセンター集
会室）の3日間、ファミサポのクリスマス会を行いまし
た。総勢200名の方が参加して皆さんで手遊びや歌や劇
を楽しみました。 

 この度は、大久保市長より直々に賞を頂くという名誉に預かり、大変恐縮しており、また感謝して 

おります。 

 市川に引越してきたのは、もうすぐ成人式を迎える次女が生まれて３か月の頃、３月の末。早々に風
邪をひき、慌てて小児科に駆け込み、慣れない社宅暮らしの始まり、長女の幼稚園探し・・・不安な日
々の幕開けでした。 

 それまでの約５年間は、夫の赴任に伴いアメリカ暮らし。そこでは、長女の出産、子育てを経験し、
イタリア人のおばさん宅に子どもを預け、週１の習い事に励みリフレッシュすることができました。 

その時の思いが、今のファミリーサポートの活動のきっかけになりました。 

 最初から、両方会員として登録をしました。実家が関西の私にとって、社宅で子どもを預かりあえ、
おしゃべりできる環境は、とても楽しいものでした。が、ファミサポの方に、理由が何であれ気兼ねな
く預けられる、というのは精神的に助かりました。これは、依頼会員として思うことです。 

 協力会員としては、他人のお子さんを預かることが、ドキドキもありますが、新鮮で発見があり、 

自分の子どもとそのお子さんとの関係性にも楽しみがあります。うちは、３姉妹ですが、男の子を預か
ることもあるし、三女にとっては、お姉さんになる機会にもなったり・・・ 

 ファミサポの活動は、働くお母さんを支えることにより、自分も社会貢献のほんの一部を担えている
のでは？という思いもあります。理由は何であれ、お母さん達が、少しでも自分だけの時間がもてリフ
レッシュできる。それが、子どもや家族にも新鮮に向き合えるきっかけになると思います。 

 自分の子育てが忙しい最中や病気を患った時は、全く活動できませんでした。 

今は、自分が健康で、必要とされる喜びを感じています。 

 できる人が、できる時に、できることを・・・市川で！！     3地区協力会員 茅野 紀子 



基礎研修会日程 

地区 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 8 合計 

協力 54 28 34 54 57 41 65 42 375 

両方 69 24 29 57 61 66 120 65 481 

依頼 671 241 322 780 775 721 1,288 708 5,506 

合計 794 293 385 891 893 828 1,473 815 6,372 

月 件数 

8月 1,067件 

9月 1,348件 

10月 1,246件 

活動状況データ 平成29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20日(土） 13：00～16：30 本部第1集会室 本部 

2月17日(土） 13：00～16：30 妙典支部 妙典 

3月 3日(土) 13：00～16：30 本部第1集会室 本部 

 12月29日(金)より1月3日(水)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。 

年末年始の業務  
 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。 

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 

  ぽっかぽか劇場日程 

日 程 場 所 申し込み 

1月18日(木） 本部  

 

 

 不要 

1月18日(木） 妙典支部 

2月15日(木） 本部 

2月15日(木） 妙典支部 

3月15日(木） 本部 

3月15日(木） 妙典支部 

★会場と日程 11：00～11：30 

   お 知 ら せ  

編集後記 
 今年も一年間ありがとうございました。来年も素敵な出会いのお手伝いが出来たら嬉しい 
です。インフルエンザ・風邪などに負けないように良いお年をお迎え下さい。 

★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。 

★会場と日程 10：00～12：00 

日 程 場 所 

1月19日(金) 妙典支部(妙典保育園２階） 

1月24日(水) ファミリーサポートセンター本部 

1月25日(木) 妙典支部(妙典保育園２階） 

2月 1日(木) 妙典支部（妙典保育園２階） 

2月 9日(金) ファミリーサポートセンター本部 

2月16日(木) 妙典支部（妙典保育園２階） 

3月 1日(木) ファミリーサポートセンター本部 

3月 2日(金) 妙典支部（妙典保育園２階） 

3月 8日(木) 妙典支部（妙典保育園２階） 

★参加ご希望の方は事前に本部047-377-
5503 妙典047-701-2321に申し込みをして
ください。 

        あずかりっ子日程  
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