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依頼会員Ｓさんより

協力会員Ｓさんへ

昨冬から今春、保育園へ毎週水

謝状としてご本人にお渡しします。

します。頂いたメッセージは、感

てくれたかわいい絵をご紹介いた

葉とお子さんが協力者の方に描い

いました。ありがとうの素敵な言

寄せて頂きましてありがとうござ

今年もたくさんのメッセージを

しいです。お身体に気を付けて素

男と一緒に遊んでいただけたら嬉

されていました。今度は三男や長

と優し さ 、お気遣いにとっても 癒

お願いしたいです。Ｓさんの笑顔

また機会があればぜひお預かりを

に毎日、小学校へ通っています。

ございました！おかげで今は元気

曜日、お送りいただきありがとう

ファミサポでは、様々なありがと

敵な毎日をお過ごし下さい！！

が広がっています。優しさとあた
たかさに包まれて育ったお子さん
は、優しさと温かさに溢れた大人

さまに感謝し、あたたかな輪が

しい活動だと実感しています。皆

ます。ファミサポは本当に素晴ら

代にあたたかな輪が伝わっていき

りと聞いてもらえて、すっかりう

すが、仮面ライダーの話をじっく

息子は人見知りするタイプなので

くださりありがとうございました。

お正月早々に、朝から預かって

協力会員Ｍさんへ

益々広がって行くことを願って止

これからもお世話になることがあ

で、この春小学校に入学しました。

ちとけたようでした。おかげさま

柴﨑伊津子

センター長

みません。

になります。そうしてまた次の世

依頼会員Ｈさから

うが生まれ年々そのあたたかな輪
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くお願いいたします。

るかと思いますが、どうぞよろし
とっても楽しいひと時です。Ｎに

できる時間は息子だけでなく私に

依頼会員Ｓさんから

ら・・・と思っています。これか

らも、どうぞよろしくお願い致し

と思っている様子（笑）本当にあ

んな時も気持ちの良い対応をして

毎回急な依頼ばかりですが、ど

協力会員Ｉさんへ

りがとうございます！！これから

頂き安心して仕事に向かう事がで

ます。

も度々お電話してお願いすると思

きています。この一年Ｉさんがい

近くに子供をお迎えに行っても

とっては、もう一人ママが増えた

いますが、末長くよろしくお願い

なかったらと考えると、感謝の気

らえる人もいなかったため、お願

依頼会員Ｈさんから

幼稚園のおむかえ～その後預か
いたします。明るくパワフルなＫ

持ちがこみあがってきます。Ａち

いすることになりＴさんにお会い
て頂くことがあると思いますが、

す・・・。これからも依頼をさせ

って嬉しそうに話してくれました。

遊んだよ」
「また行きたいな」と言

することで子供はとても「楽しく

協力会員Ｔさんへ

依頼会員Ｅさんから

ってくださり、ありがとうござい
様に親子共々、元気をいただいて

ゃんやお母さんにも感謝感謝で

協力会員Ｋさんへ

ました。公園などでたっぷり遊ば
ます！

どうぞ娘二人・・・おさる二人 を

最初は不安だった私ですが、その

ってください」と気さくに話して

言葉やＴさんの「またいつでも言

よろしくお願いいたします。

依頼会員Ｓさんから

下さった事で私も本当にお願いし

急なお願いや、短時間長時間にか

ヤン チャなＮのお預かり・・ ・

ことに心苦しくてもＡさんとその

きます。一緒にいる時間が少ない

下さり、いつもホッとして出勤で

私に対しても優しく丁寧に教えて

てゆく子供の姿に母として未熟な

つもよりテンションが高く、楽し

さんのお宅から帰ってきたＳは い

毎回感謝の気持ちで一杯です。Ｄ

つも快く受け入れて下さるＤさん。

らず、困っている私達親子を、い

近くに子供を預けられる人もお

お世話になっています。初めは泣

昨年秋に仕事復帰してからまた

協力会員Ｄさんへ

てよかったなと思いました。これ

かわらず、いつも温かく受け入れ

Ａ家に集まる方々のお人柄に安心

かった様子が伝わってきます。私

いていたＭも、三回目頃から泣か

りがとうございます。日々成長し

快く依頼を受けて下さり本当にあ

達家族に、長い時間にも関わらず、

預かり先がなくて困っていた私

依頼会員Ｙさんから
協力会員Ａさんへ

せてもらって息子も大変楽しかっ
たようです。この春、小学生にな
ります。自分で登下校できるよう
になりますが、何かの折にはお力
をお借りできたらと思っておりま
す。その時はどうぞよろしくお願
いいたします。

依頼会員Ｋさんから

て下さって本当に感謝していま

しお願いできます。日々、子供と

もいつかＤさんの様に人の為に手

ずに過ごしているようで安心して

からもよろしくお願いします。

す！いつもありがとうございます。

一緒に私達親も育てて下さり、心

を差し伸べられる活動ができた

協力会員Ｋさんへ

市川市に引越してきて一年、知り

より感謝しております。

協力会員Ｓさんへ

依頼会員Ｔさんから

合いもいない中で、Ｋ様とお話し
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います。Ｓは急きょサポートがキ
ャンセルになった日、
「Ｓさんのお
むかえがよかったのにー」と怒っ

依頼会員Ｏさんから
協力会員Ａさんへ

た。Ｔさんのおうちはとてもあた
たかく、私自身もまるで実家にい
るように過ごさせていただき、い

依頼会員Ｉさんから

協力会員Ｏさんへ

安心して働くことができています。 家族に手をさしのべてくださり、

も快く迎えに行って下さり、様子

した。産後の三週間、雨が強い日

Ｔさん、Ａさんにお世話になりま

出産後の娘の保育所への迎えも、

人ともフルタイムで仕事ををして

ちらに頼れる人がおらず、また二

私事ではありますが主人も私もこ

ただき本当に感謝しております。

することもありますが、助けてい

また、急な残業の為無理にお願い

いつも月末月初は続けてお願い、

ありがとうございます。急なお願

を丁寧に話して下さってとても安

いる事もあり、Ｏさんの協力が無

ろいろお話を聞いて下さったのも、

いだったにも関わらず、快く受け

心しました。本当にお世話になり、

いと私共は生活が難しくなってし

産後体調を崩し、どうしようも

てくださり、娘を温かく見守って

ありがとうございました。主人

まいます。余りにも頼りすぎてい

ていました。サポートしてくれる

くださり、心から感謝申しあげま

共々感謝しています。いつか私も

る為、少し依存しているかも知れ

とてもありがたかったです。また、

これからもＳとＭのことを宜しく

す。五ヶ月だった娘は一歳になり

子育てが落ち着きましたら、私の

ません。ご迷惑とならないように

なく苦しかった昨年の夏。私たち

お願いします。お体には気をつけ

ました。

ように子育てで困っている方のお

したいと思う今日この頃です。お

Ｓさんがいるおかげで、夫婦共に

てお過ごし下さいね。

依頼会員Ｓさんから

手伝いができたら・・・と思っ て

兄ちゃん達もいつも遊んでもらい

びをたくさんしてくださり、とて

は普段家ではしてあげられない遊

が、先日預かりをお願いした際に

なりとても活発に成長しています

きなかった息子も幼稚園の年中に

した。その頃まだおしゃべりもで

下さったので、娘も泣くことなく

まいましたが、優しく丁寧に見て

く娘をお願いすることになってし

す。私の用事で初回から十時間近

との出会いは本当に心強かったで

かったので、ファミサポのＴさん

実家が遠く、頼れる友人もいな

に連れて行かせてもらいました。

ざいました。本部にも何度か遊び

して下さり、本当にありがとうご

ただき、方法をすぐに考えて対応

にも、困った時に相談をさせてい

ファミリーサポートのみなさま

く、今後とも何卒宜しくお願い致

ます。これからもお力添え頂きた

ーサポートの日を楽しみにしてい

Ｏさんの家に行く！」とファミリ

Ｏさんのことが大好きで、「今日は

ありがとうございます。子供達も

快諾してくださり本当に助かりま

り年末突然の依頼にもかかわらず

年明けに主人の手術が急に決ま

協力会員Ｏさんへ

依頼会員Ｓさんから

協力会員Ｔさん・Ａさんへ

います。

も満足して帰ってきました。次に

楽しく過ごさせていただきました。 楽しい一時をありがとうございま

します。

会えるのを楽しみにしています。

その後も娘はＴさんが大好きで

した。

ありがとうございます。

「Ｔさんのおうちに行く！」と言
い、何度も行かせていただきまし
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依頼会員Ｓさんから
協力会員Ｍさんへ
小さい子供を快く預かって下さ

難うございます。沢山の想い出が
できました。又、お世話になる機
会もあるかと思います。その際は

依頼会員Ｎさんから

らＭさんにお電話を差し上げたも

のでした。ありがたいことに、毎

回「大丈夫ですよ」と言ってくだ

す。幸い、学童保育の抽選にも無

ただいて 、本当に有難うござい ま

毎週、わざわざ自宅まで来てい

謝です。これからも、お体を大切

が存在していることにも、深く感

ファミリーサポートという仕組み

どれだけ救われたか知れません。

協力会員Ｙさんへ

事通過しましたので、あと一年は

に、ますますのご活躍をお祈りし

さり、その落ち着いた優しい声に

通えそうです。お元気でいらっし

ます。

何卒宜しくお願い致します。

地区リーダーでもあるＮさんに

ゃる間は、是非引き続き、宜しく

いまして、誠にありがとうござい

いただいたり、アドバイスをして

は、協力会員の方がみつからなか

お願いします。

していただき、安心してお願い出
来ました。私自身の事を気遣って

依頼会員Ｍさんから

いただいたりし、精神的にとても

った時 等 、本当に困った時に（ 急

ました。いつも温かく笑顔で接し

助けられました。このご縁に本当

な依頼であるにも関わらず）「 私

協力会員Ｎさんへ

に感謝しています。どうもありが

が・・」と引き受けて下さり、何

含め一番長い時間、預かって頂き、

Ｕさ んには、 一 日 預 か り の 日 も

救われる会員も多いかと思います。 を設定させてください」と言われ

かと思いますが、わたしのように

区リーダーはとても大変なお仕事

ご対応にすごく救われました。地

といっ て 下さり、優しいＮさん の

「Ｔくんは本当にいい子で・・」

ると「はい！」と即答したいとこ

月△日の夕方六時から八時で会議

私は自営業なので、顧客から「○

Ｍさんに初めてご協力をお願い

るようになり、少しずつ心に余裕

ただい て 、子供を預かってもら え

てからすぐにＳさんを紹介してい

た三日後に、ファミサポに登録し

三月無事に保育園を卒園しました。 なりそうでした。市川市に引越し

した日からはや三年、息子はこの

が戻っ て きました。本当にあり が

どが重なる中、心も体もおかしく

子供の 手術入院、二度の引越し な

協力会員Ｍさんへ

依頼会員Ｙさんから
協力会員Ｓさんへ

とうございました。今後ともよろ

度も助けて頂き有難うございまし

依頼会員Ｈさんから

くお願い申し上げます。

本当に感謝しております。Ｕさん

これからもお身体に気をつけて活

ろなのですが、いつもまずは「す

とうございます。子供も不安定な

産後、二人の育児に追われる中、

のご協力がなければ乗り切ること

動を続けて頂きたいなと願ってい

みません、小さい息子がいるもの

生活環境だったせいか、とても荒

た。そんな急な依頼にも関わらず

はできませんでした。Ｔもじぃじ

ます。夫婦共々感謝しております。

で、誰かに預けられないか調整し

依頼会員Ｍさんから

とばぁばが大好きで、私の親に「お

有難うございました。

ん」と答えてたくらいです（笑）

事をし、それからドキドキしなが

て、折り返しお電話します」と返

ではすっかり落ち着きを戻して伸

れていた時期もありましたが、今

協力会員Ｕさんへ

友達できた？」と聞かれ、「Ｕさ
本当にとても可愛がって下さり有
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び伸びしています。そして、
「Ｓさ
んのところ行く♪」と、予定にな
い日にも話すようになりました。

依頼会員Ｏさんから

ました。お嬢さんが「えー、もう

ても助かりました。有難うござい

員Ｙさん・両方会員Ｓさんへ

依 頼 会 員 Ｏ さ ん か ら協 力 会

がとうございます。もう四年目を

いつもバス停までの送迎をあり

帰り道「お姉さん」と片言ながら

事が伝わ り嬉しかったです 。Ｔ も

愛情をもって接して下さっていた

淋しそうにいって下さり、本当に

さんの時は赤いブーブだよ。と言

若干心配してしまうのですが、Ｙ

になので私自身が大丈夫かな？と

つもありがとうございます。たま

Ｏさんが来れない時の送迎をい

Ｔ君にあえなくなっちゃうの」と

子ももう少し大きくなったら是
迎えましたね。四月から私自身の

話してくれました。お嬢さんにも

うと「あかい、ブーブー」と連発、

協力会員Ｏさんへ

非）の成長を見守っていただける
時短制度が切れ生活状況が大きく

宜しくお伝え下さい。本当に有難

これからも、一緒に子供達（下の

ととても嬉しいです。
変わり、さらにバタバタな朝を過

Ｓさんの時は頑張ってバス停まで

依頼会員Ｙさんから

うございました。

幼稚園入園を控えて心配を募らせ

かりました。私自身も、初めての

下の子を預かって頂き、本当に助

長男の療育機関への通園中に、

いる事に感謝の気持ちでいっぱい

で安定した気持ちで学校に行けて

て大切な、いつも変わらない対応

んでいる。と聞き、この子にとっ

たが、以前と変わらず車に乗り込

いすることになりＴさんにお会い

らえる人もいなかったため、お願

近くに子供をお迎えに行っても

ってください」と気さくに話して

言葉やＴさんの「またいつでも言

最初は不安だった私ですが、その

って嬉しそうに話してくれました。

かげ様 も あり、下の子も無事に 後

に専念 す ることが出来ました。 お

とても頼もしく、心置きなく治療

願いしました。園の先輩でもあり、

猛暑の頃に、子どもの送迎をお

両方会員Ｎさんへ

依頼会員Ｄさんから

ろしくお願いします。

も安心しています。これからもよ

人にもすっかり慣れたようでとて

元気な声で答えてくれます。お二

歩くんだよ。と言うと「はい」と

ごしており、この子は大丈夫だろ

ていた折りに、Ｋさんからいろい

です。朝もお会いできなくなり淋

することで子供はとても「楽しく

協力会員Ｋさんへ

ろと教えて頂き、少しずつ気持ち

しいですが、これからもよろしく

遊んだよ」
「また行きたいな」と言

うか・・・？と心配しておりまし

が落ち着いていったように思いま

お願いします。

依頼会員Ｅさんから
協力会員Ｔさんへ

す。何よりもその素晴らしい笑

下さった事で私も本当にお願いし

輩として来年より通園の予定です。

顔！にいつも元気を頂きました。

ＮさんとＮさんのお嬢さんに、

てよかったなと思いました。これ

実家が遠く、子どもがアレルギー

おかげさまで、長男も今のところ
特に大きな問題もなく幼稚園に通

依頼会員Ｍさんから

っています。また五月から療育が

すごく可愛がって頂き、有難うご

からもよろしくお願いします。

本当にありがとうございました。

始まり、下の子をお願いすること

ざいました。とてもお忙しい時期

協力会員Ｎさんへ

があると思いますが、何卒よろし

だったのに引き受けて下さり、と

体質で、母が入院という誰もさわ

くお願い致します。
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感謝しています。ありがとうござ

も親切に対応して下さり、心より

りたくないであろう状況に、とて

します。

これからもどうぞよろしくお願い

ることもあるかもしれませんが、

た。今後ももしかしたらお願いす

りがとうございました。お身体に

っぱいです。助けていただき、あ

て！！と感激と感謝の気持ちでい

こんなに優しい方がいたなん

気をつけて、お元気で。

依頼会員Ｍさんから

依頼会員Ｍさんから

両方会員Ｏさんへ

Ｏさんのお嬢さんとお兄ちゃん

に一緒に遊んで頂き、有難うござ

いました。特にお兄ちゃんはＴと

同じく電車が大好きだったので一

緒に電車遊びができて楽しかった

てくれてありがとう。またくるか

けどあまりおこらないでつかわせ

た。Ｉパットをよくつかっていた

大好きでお迎えにいってもなかな

ざいました。Ｔはお兄ちゃん達が

とても可愛がって頂き、有難うご

Ｈさんの双子のお兄ちゃん達に

しております。本当に有難うござ

いた希 望 の園に決まり元気に通 園

月から無事、一時保育で利用して

仰って頂き、心強かったです。四

た、いつでもいってください」と

両方会員Ｈさんへ

もしれないけど、その時はよろし

か帰ろうとせず、帰らせるのが大

ようです。電話連絡をした際、
「ま

くおねがいします。

の金曜、わたし（ママ）が迎えに

いました。

依頼会員Ｊさんから

行くと「今日、Ｈさんは？」と聞

ートいただき本当に本当に助かり

申し訳ないと思う半面、毎日サポ

いすることになってしまい、大変

Ｓちゃん、幼稚園での新生活、楽

バタですが元気に暮らしています。

はおかげさまで、何とか日々バタ

Ａさん、お元気ですか？こちら

達、そして、お忙しい時間帯の毎

手際良くやってくれたお兄ちゃん

靴下や靴、ベビーカーの準備等、

たようです。帰宅の準備の時にも

ん達に遊んでもらうのが楽しかっ

も連れて行ってくださいました。

は、ベビーカーでたくさん散歩に

て頂きました。季節のよい時期に

ちゃんだった下の子を時々預かっ

育児休業中、Ｋさんに０歳の赤

両方会員Ａさんへ

両方会員Ｍさんから

変だったくらいです（笑）ある時

約十年間ありがとうございまし

から協力会員Ｔさんへ

依 頼 会 員 の お 子 さ んＲ く ん

いました。また、思い出の一コマ
を写真として、きれいに手作りの
額もつけて下さり、ありがとうご
ざいます。実家の母も喜びました。
機会がありましたら、またお願い
させて下さい。

依頼会員Ｋさんから
両方会員Ｉさんへ
いつも保育園のお迎えをしていた
だきありがとうございます。ファ
ミサポの利用は第二子の出産後を
考えていましたが、切迫早産のた

ました。Ｉさんのおかげで娘も落

しまれていることと思います。南

週金曜を引き受けて下さったＨ さ

協力会員Ｋさんへ

ちついて過ごすことが出来、また、

行徳での最後の数ヶ月でしたが、

まだまだ手の掛かる時期でしたの

いてきたＴ。それ位金曜お兄ちゃ

次女も無事出産することができま

Ａさんのお宅でＳをみていただき、 んに感謝しております。有難うご

め予定よりも一カ月半も長くお願

した。身内が高齢かつ近くにいな

ようやく子育ての楽しさを知った

を合わせる上の子もすっかりなつ

で、とても助かりました。よく顔

いため、加えて近所に知り合いも

気がいたします。こんなに近くに、

ざいました。

いないので本当に心強い存在でし

ぽっかぽか通信特別号 2016 年 6 月発行

ありがとうございます！

よろしくお願い致します。いつも

なりましたが、どうぞこれからも

にお世話になりました。おかげさ

の下がる思いです。その節は本当

の体調を心配して頂き、本当に頭

こともありました。うちの子ども

とおっしゃって、預かって頂いた

はない時も「うちは大丈夫です」

自身の お 子さんの体調が本調子で

０才の息子をみて頂きました。ご

私のパートの面接の際、二才と

ます。

天地でのご活躍をお祈り申し上げ

ました。Ａさんの素敵な笑顔で新

しております。ありがとうござい

の思いで関わって頂けた事、感謝

しさをいつも感じました。精一杯

さりました。人を包み込む様な優

にも協力者にも安心感を与えて下

いつも暖かいまなざしで、依頼者

その後も数回の出会いでしたが、

とても安心した事を覚えています。

いてくれて声をかけてくださり、

しみにしています。

とう。これからの成長をとても楽

る時も あ りました。今まであり が

ても楽しかったし、私がいやされ

ししながら家路につくまで、とっ

りましたね。学童の帰り道でお話

いつの間にか敬語も使うようにな

したのは外見ではなく内面です。

両方会員Ｏさんから

育児休業中、Ｉさんに学童（保

まで私の仕事も決まりました。Ｗ

いてしまいました。この四月から

育クラブ）がお休みとなって、時

さんもお仕事を始められるそうで

に掛かる機会が以前よりも少なく

両方会員Ｍさんから
両方会員Ｉさんへ

両方会員Ｗさんへ

間を持て余していた息子を時々預

すが、どうぞお体に気をつけて頑

保育園に通うようになって、お目

かって頂きました。こちらは赤ち

張って 下 さい。お互いに頑張り ま

員のお子さんＡちゃんへ

依頼会員Ｏさんへ

どんぐり山やお寺の和尚さん等大

きな声で歌う事もはずかしくなく

帰り道を楽しくすごしました。お

姉ちゃんになってまだ納得してな

いＲちゃんへ楽しくおもしろくす

いました。）それから二年九か月、

た。
（将来はモデルかな？なんて思

大きいとっても可愛い女の子でし

自然にカールされた長い髪の瞳の

れから大変だとおもいます。遠い

のも商売。
」心で応援しました。こ

いで、あわてないで、子供は泣く

ドアを開けながら「ママあわてな

アの前、泣いている声がしている。

マンションのド

ご転居なさる事を、ぽかぽか通

毎週わが家に来てくれる様になり

距離ではないです。いつでも協力

まだ小学校一年生の夏休みでした。 ごせれば・・・

Ａちゃんに初めて会ったのは、

協力会員Ｋさんから

ゃんのお世話でいっぱいいっぱい

しょう！

協 力会 員 Ｏ さ ん よ り依 頼 会

の時期でしたので、とても助かり
ました。お宅では、クッキング体

ったようです。この四月に私の仕

信で知りました。Ａさんと初めて

ました。あっという間でしたが、

しますよ、元気な二人を育てて下

協力会員Ｏさんより

事復帰と同時に息子も学童に戻り

会った日は、依頼者様のご自宅で

Ａちゃんは大きな成長をしました。

さい。

験などもさせてもらい、また、年

ましたが、機会があればまた遊ん

の顔合せの時だったのですが、こ

身長もすご～く伸びたし、足も大

さん遊んでもらってとても楽しか

元リーダーＡさんへ

でくださいね。ありがとうござい

の辺りかな・・・？と不安ながら

きくなりました。でも、一番成長

の近い息子さんのＳくんにもたく

ました！

家を捜していた時に外で待機して
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保育園に迎えに行くとやはりニッ

い、起きてもニッコリ（＾ｖ＾）

になると五分もしないで寝てしま

ませんでした。お昼寝も一人で横

なに手のかからないお子さんはい

ても癒された四ヶ月でした。こん

家の孫のようにアマエてくれ、と

ニッコリ、泣くこともなく、我が

その後、じぃじとばぁばと言って

最初、主人のことをぱぱと・・・

依頼会員のお子さんＴくんへ

協 力 会 員 Ｕ さ ん 御 夫妻 よ り

れたＳちゃん、ママの笑顔、とて

お迎えのママをにっこり迎えてく

れている感じが可愛かったです。

じる重さ、私に全てをゆだねてく

のうち寝てしまい、ずっしりと感

いさん」等歌ってあげながら、そ

こして、「げんこつやま」「こぶじ

という感じで泣くＳちゃんを抱っ

て

「あなたも一緒にさがして」

んどん行きました。私の手を引い

ない事に気付き、入り口の方へど

Ｓちゃんは一遊びするとママのい

イバイできホッとしました。でも

Ｓちゃんでした。ママと上手にバ

ファミリー サポートセンターの

ことが大切だと思っています。

す。サポートがあると知っている

いでね」と心の中で応援していま

いるお母さんを見ると「無理しな

す。私も小さなお子さんを連れて

ります。地元が大好きな子どもで

た。子どもは今年小学六年生にな

ほんとうにありがとうございまし

続けられなかったかもしれません。

元に知り合いのない私には仕事を

ファミリーサポートがなければ地

ら私立保育園に入園できました。

じております。これからも宜しく

様のお役に立てることに喜びを感

おりました。周りの方々に助けて

まにか“協力会員”の側となって

て登録させて頂いて十年…いつの

頃にお守り替わりに依頼会員とし

私も息子が幼稚園に上がりました

本当にお世話になっております。

ートセンターの職員の皆さんには

春爛 漫の季節、ファミリーサ ポ

職員の皆さんへ

フ ァ ミ リ ーサ ポ ート セ ン タ ーの

届いたにもかかわらず、当時の職

出産後、保育所入所決定通知が

思ってもいませんでした。本当に

て子どもを任せられるものだとは

をしましたが、こんなにも安心し

お待ちしています。

来年 も多くの方の メッセージ を

【編集後記】

お願い申し上げます。

ないな が らも、今度は恩返し、 人

頂きながらの子育てでした。つた

協力会員Ｋさんより

コリ、ママがお迎えに来ると「お

も幸せな気持ちにさせて頂きまし

皆さんへ

依頼会員Ｋさんより

帰り」とニッコリ、自転車に乗っ

た。ありがとう。

いつもお世話になっております。
市川市に越してきて三人目の子が

場に会社都合により復帰できず、

助かっており、心から感謝してい

産まれ、初めてファミサポの利用

保育所を辞退。就職先を探すため、

ます。ありがとうございます。
見つか り、保育園も簡易保育園 か

もをみていただきました。職場も

ファミリーサポートで何度か子ど

リーサポートの皆さんへ

依 頼 会 員 Ｈ さ ん よ りフ ァ ミ

て「出発しんこう」
「しつれいしま
す」と ・・・じぃじとばぁばと 言
って甘えてくれてありがとうござ
います。パパ、ママ、私達に預け
てくれて本当にありがとうござい
ました。
三人目のじぃじ・ばぁばより

協力会員Ｍさんより
依頼会員Ｎさんへ
ファミサポ初めてのお手伝いが

いちかわファミリー・サポート・センター

平成２８年７･８･９月の予定
♪ぽっかぽか劇場日程♪

あずかりっ子日程
【活動時間】１０：００～１２：００
日

程

場

【開催時間】１１：００～１１：３０

所

申し込み先

日

程

場

所

7月 7日(木)

妙典支部(妙典保育園２階）

701-2321

7月21日(木)

本部

7月 8日(金)

本部

377-5503

7月21日(木)

妙典支部

7月15日(金)

本部

377-5503

8月18日(木)

本部

7月15日(金)

妙典支部(妙典保育園２階）

701-2321

8月18日(木)

妙典支部

8月25日(木)

本部

377-5503

9月15日(木)

本部

8月26日(金)

妙典支部(妙典保育園２階）

701-2321

9月15日(木)

妙典支部

9月 8日(木)

本部

377-5503

9月16日(金)

妙典支部(妙典保育園２階）

701-2321

9月21日(水)

妙典支部(妙典保育園２階）

701-2321

9月30日(金)

妙典支部(妙典保育園２階）

701-2321

不要

◆基礎研修会日程◆

※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。
月 日

1地区リーダー交代

申し込み

時

間

場

所

申し込み

7月 2日(土)

13：00～16：30

本部

本部

9月10日(土)

13：00～16：30

本部

本部

短い間でしたが、一地区の協力会員の皆さんに助けられ活動を無事続けて来れました事に深く感謝
いたします。ありがとうございました。ほのぼのとした出会いに立ち会わせていただいた事と、他の
リーダーさんのお話を聞けなくなる事は残念ですが。一会員として微力ですが、お手伝いは継続しま
す。これからもよろしくお願いいたします。
大里 美花

★6月から協力会員の原 幸恵さんになりますので、どうぞよろしくお願いします。

◆平成28年6月現在の会員数◆

地区

国府台
北国分
堀之内
中国分
東国分
国分
稲越･曽谷
下貝塚
宮久保

大町
大野
南大野
柏井町
奉免町

北方町
本北方
北方
若宮
高石神
中山
鬼越

市川
真間
須和田
菅野
東菅野
八幡

市川南
新田
平田
大和田
大洲

鬼高
稲荷木
田尻
原木
二俣
高谷
南八幡
東大和田

河原･下新宿
本行徳･本塩
関ヶ島･伊勢宿
押切･妙典
下妙典･富浜
塩焼･末広･宝
行徳駅前･幸
入船･加藤新田
日之出

湊
湊新田
香取
欠真間
相之川
広尾
新井島尻
福栄
南行徳
新浜
塩浜

合計

協力

45

27

32

45

53

38

65

38

343

両方

66

22

26

59

64

64

114

76

491

依頼

609

217

305

690

675

613

1,160

656

4,925

合計

720

266

363

738

792

715

1,339

770

5,759

