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◎子育てのお手伝いを
サポートしていただ
ける方

◎子育てのサポートを
受けたい方

笑顔で子育てするために！

新型コロナウイルスの感染拡大により、行動が制

限されることも多く、子育てが辛いと感じることは

ありませんか？現在ファミサポでは、提供会員に使

い捨てマスク、アルコール除菌剤の配布をし、感染

対策を万全に活動を行っております。子育てで困っ

たことができたらファミサポにご相談ください。ま

ずは会員登録をお待ちしています。

１人目の時から利用させていただいております。自分の通院やホッと一息つきたい

とき、安心して任せられるので助かっています！これからも上手に利用させていただ

いて、笑顔の親子時間を増やせていければと思います。



場所 五所川原市働く婦人の家 参加無料

● かんたん！楽しい！初心者のためのフラワーアレンジ

講師 （有）アレンヂフラワー 装飾技能士２級 花田 憲一郎 氏

リビングやダイニングにお花を飾ってみたい！コツを教わり自分で綺麗なアレンジフラワーを作

ってみませんか？初心者も気軽に参加でき、楽しむことができます。外出も難しい状況が続きますが

日常生活にお花を取り入れ爽やかに過ごす工夫を学びましょう。

日 時 ７月 ９日（金） １０：３０～１１：３０

場 所 五所川原市働く婦人の家・調理室 参加受付人数 １２名

材料費 １，０００円 申込締切 ７月２日（金） ＴＥＬ ０１７３-３５-８９５３

無料保育先着２名

※花バサミ（普通のハサミでも可能）をご持参ください。

※申込締切日以降のキャンセルはご遠慮願います。やむを得ない事情で参加できない場合はお花をお渡し

しますので、材料費のお支払いをお願いいたします。

※コロナウイルス感染拡大防止のため参加の際は検温と手指の消毒、マスクの着用をお願いいたします。

※交流会開催中は窓を開け室内の換気を行います。

※参加受付人数に達した場合は受付を終了いたします。また発熱時は参加をご遠慮いただきます。

≪提供会員養成講座日程≫
9 月 27 日（月）

9：00～12：00

＊心の発達と保育者のかかわり

(講師)弘前厚生学院こども学科講師 棟方 ふみ子 氏

＊障害のある子の預りについて

（講師）健生クリニック 臨床心理士・公認心理師 鎮目 朝子 氏

10 月 8 日（金）

9:00～12：30

＊子どもの栄養と食生活

(講師)つがる市立車力小学校 栄養士 米谷 瑞紀 氏

＊保育の心 ＊子どもの世話

(講師)認定こども園五所川原こども園

主任教諭 小野 智恵子 氏

10 月 12 日（火）

9：00～12：00

＊小児看護の基礎知識 ＊身体の発育と病気

（講師）弘前厚生学院子ども学科講師 新谷 ますみ 氏

10 月 21 日（木）

9：00～12：30

＊子育て支援をするために

（講師）五所川原市ファミリー・サポート・センター アドバイザー

＊子どもの遊び ＊子どものヒヤリ・ハット事例の対応

(講師）認定こども園五所川原こども園

主任教諭 小野 智恵子 氏

提供会員養成講座を開講いたします。養成講座受講後に提供会員として活動できます。今回はあらかじ

め録画したものを上映し、受講していただくことになりました。新型コロナウイルスの感染状況によって

延期になる場合がありますが、その場合日程が決まり次第お知らせいたします。

また普通救命講習ですが、現段階で日時を決められずにおります。養成講座が近くなりましたら、申し

込みいただいた方にお知らせいたします。また国の方針としてすでに登録されている提供・両方会員も5

年に 1度は必ず受講していただくことになりました。5年以上経過し受講されていない提供・両方会員

は活動ができなくなります。安全にサポートするために是非普通救命講習の受講をお待ちしています。

※申し込み締め切り各開講日 2日前までセンターにお申し込みください。

※無料保育先着２名 ※筆記用具をご持参ください。

会員交流会を開催します！



◎状況

子どもの年齢・性別 １歳７か月 男児

発生した場所 働く婦人の家・託児室

発生した日時 ３月○日午後３時４０分頃

発生した内容 足こぎ式自動車遊具にまたがり遊んでいた最中、遊具ごと前に転倒し口内と鼻、顎をすりむいた。

考えられる原因 活発に遊び、疲れて眠くなってきていたのに、動きの激しい遊びをしていたため。

その後の対策 抱っこして落ち着くように言葉をかけた。その後怪我がないか確認し唇を冷やした。

落ち着かせるためにも動きの静かな遊びに代えた。

センターとして 子どもの怪我の確認をし、提供会員も動揺したので落ち着けるよう言葉がけをしてから、転んだ

時の状況の聞き取りをして、迎えに来た依頼会員に謝罪し状況の説明をした。最後に病院に行っ

た際の補償保険についての説明をした。

後日改めて依頼会員に電話で怪我の様子を伺いもう一度謝罪する。

引き続き活動中のヒヤリ・ハット情報を会員の皆さんと情報共有したいと思います。どんな些細なことでもかまい

ません。センターまでお寄せください。

子どもが親に心の傷を返しに来たらどうしますか？

『過去を語る』という作業には、子どもにとっても、そして成人している大人にとっても、『過去を生き直

す』という意味があります。記憶にある限りの過去にさかのぼって、親から受けた心の傷を親に返すという意

義があります。子どもにとってはまさにこれまでの人生を『生き直す』大事業なのです。ですから親は、しっ

かりと立ち会い、しっかりと受け止め、励ますような雰囲気を作ってあげてほしいのです。

人は、このように過去を生き直すことを終えたときから、現在と未来を生き生きと生きていくことができ始

めるのです。その援助を成功させることは、一人の子どもを育て直すことになります。反対に、それを拒否し

たり、あるいは失敗したりすれば、その子との心のつながりを失ってしまうか、社会的不適合者を一生抱え込

むことにもなってしまうのです。

参考文献 トラウマ返し ～子どもが親に心の傷を返しに来るとき～ 小野 修 著

ファミサポ送迎時のガソリン代について

ファミサポの送迎活動において、提供（両方）会員の自家用車で送迎活動を行った場合のガソリン

代ですが、４月１日から１キロメートル当たり１５円とすることになりました。活動報告書に記入す

る際、キロ数を測りガソリン代の計算をして、利用料金との合計金額を依頼会員から提供（両方）会

員に支払いのやりとりを行ってください。１円未満の端数が出たときは繰り上げて計算してくださる

ようお願いいたします。

ヒヤリ・ハット情報みんなで共有



令和3年4月から五所川原市ファミリー・サポート・センターの相互援助活動に対して市から助成金

が交付されることとなりました。助成金の対象となるのは相互援助活動を行った提供・両方会員とします。

◎申請方法
相互援助活動終了後、提供会員（両方会員を含む）は次の書類を添えて五所川原市ファミリー・サポー

ト・センターへ申請してください。後日、指定口座に助成金を振り込みます。

①債権者登録用紙（初回申請時のみ） ②指定口座通帳のコピー（口座番号確認のため初回のみ）

③交付申請書（毎回） ④活動報告書（毎回）

＊数か月分をまとめて申請してください。ただし締め切りを次年度4月１０日までとします。締め

切りを過ぎると申請できなくなりますので、ご注意ください。

◎助成額
区分 対象児童 1人目 対象児童 2人目以降

１時間未満 １００円 ５０円

１時間 ２００円 １００円

ファミサポの送迎活動を、安心安全に取り組んでいただけるように専用の自動車保険に加入しました。

提供・両方会員が所有している（リースも含む）車両を使用し送迎活動をした場合の事故対応について、

基準に相当する車両で使用許可を受けていた場合、移動サービス専用自動車保険（対人賠償保険・対物賠

償保険・自損事故傷害特約・対物超過修理費補償特約）で対応することができます。

ただし、補償されない内容他、提供会員の希望により会員自身で自家用車に付保した自動車保険で処理

することもできます。

◎使用する車両の届け出について
活動前に使用する車両の届け出が必要です。センターに下記の書類を提出

してください。また、自家用車使用許可の有効期限は１年とします。詳しい

基準内容及び順守事項については、五所川原市ファミリー・サポート・セン

ター自家用車使用規程でご確認ください。

①自家用車使用申請書 ②加入済み自動車保険証の写し

③自動車検査証の写し

いつもサポート

ありがとうございます

送迎は安全運転で

お願いします！



利用料助成事業のお知らせ

助成対象者は五所川原市に住所を有する依頼会員、両方会員で住民税（４月から８月にあっては前年度住民

税）が非課税世帯の方、または生活保護世帯の方と所得に関係なく五所川原市に住所を有し、ひとり親家庭の

方が宿泊利用部分に限り半額を助成いたします。

ただし子どもの送迎にかかる交通費（ガソリン代）提供会員が用意した飲食物、おむつ等の実費及び取り消

しによって生じたキャンセル料は対象となりません。

申請方法は援助活動後、依頼・両方会員が次の書類を添えて五所川原市ファミリー・サポート・センターへ

申請してください。後日指定講座へ助成金が振り込まれます。

①債権者登録用紙（新規の方のみ） ②交付申請書 ③援助活動報告書（依頼者用控え）

※毎月10日までに申請のあった分が月末にふりこまれます。

※数か月分まとめて申請できますが締め切りを次年度4月10日までとします。

問い合わせ先 五所川原市役所 子育て支援課 ＴＥＬ ０１７３-３５-２１１１ 内線 ２４８５

五所川原市ファミリー・サポート・センター ＴＥＬ ０１７３-３５-８９５３

なお、ファミリー・サポート・センターではボランティアスタッフ預かり隊を受けてくださる提供会員さんを

大募集しています！！『ママにごほうび保育』については、報酬はありません。ママと子どもさんの笑顔が、提

供会員さんへのお返しです。どうぞ力を貸してください。詳しい内容については、五所川原市ファミリー・サポ

ート・センターへお問い合わせください。

『ちょっと子どもを預けてみたいけど…知らない人に預けるのって不安があるの』そんな

ママ達の要望にお答えして 2 時間無料の保育を実施いたします！保育場所は五所川原市働く婦人の

家・託児室（保健センター五所川原）です。保育専用の部屋でアドバイザーも隣の部屋に居るので安心

できると思います。

♪ 五所川原市ファミリー・サポート・センター

の依頼会員もしくは両方会員として、登録してい

る方で保育園、幼稚園にまだ入園していない子ど

もさんが対象となります。

♪ 『ママにごほうび保育』当日は、風邪

などの感染症等にかかっていない子ども

さんが対象です。発熱時は保育できません

のでご了承ください

♪ 人数に制限があります。申し込み受付開

始日を確認の上、センターに電話でお申し込

みください。先着２名の子どもさんの保育を

いたします。

♪ 『ママにごほうび保育』を受けることになった

依頼・両方会員は９時４０分までに働く婦人の家・

託児室にお越しください。事前打ち合わせを行い、

午前１０時から保育に入ります。

※お申し込みは五所川原市ファミリー・サポート・センター 0173-35-8953 まで

申し込み受付開始日 開催日

◎令和3年9月2日（木）10：00から ◎令和3年9月9日（木）10:00～1２:00



依頼・両方会員へ

☆子どもの援助の申し込みやキャンセルは必ずセンターに連絡をください。連絡のない援助活動については補償保

険が適用されません。

☆退会を希望される方はセンターに連絡をお願いします。また、市内でも住所や電話番号に変更などありましたら必ず

連絡をください。

☆新たにお子さんが誕生された方は、センターに生年月日、お名前、性別をお知らせください。

☆依頼・両方会員の登録している下の子どもが小学校修了時点で自動退会になります。また、ファミサポの活動に興味

のある方は提供会員への変更も歓迎いたします。近隣の市町の方も依頼会員として登録できます。ただし活動場所は

五所川原市内に限ります。

提供・両方会員へ

☆提供・両方会員は翌月の5日まで、活動報告書をセンターに提出してください。

☆子どもの送迎活動を行う提供・両方会員は、うっかり忘れ防止に携帯のアラームの使用をお勧めします。

☆センターの活動をお休みしている提供・両方会員で復帰できる方は連絡をお願いします。できる範囲でかまいません。

ご協力くださいますようお願いいたします。また、お知り合いでファミサポの活動に興味のある方がいらしたらご紹

介ください。

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 単位（件）

①学童保育の迎え ５４５

②習い事への送迎 ３７４

③保育所・幼稚園の迎え １９２

④学童保育から帰宅後の預り １４０

⑤保育所・幼稚園の登園前の預かり及び送り ５４

⑥保護者等の病気その他急用の場合の援助 １９

⑦保育所・幼稚園の送り １１

⑧保育所・幼稚園帰宅後の預り １０

⑨保育所・学校等休み時の援助 ８

⑩その他 １８

合計 １，３７１件

令和 3年 3月 31日現在 単位（人）

＊依頼会員 ２８５

＊提供会員 １６７

＊両方会員 １５

合 計 ４６７人

≪センターの開設時間≫

＊午前８時３０分～午後５時１５分

※依頼受付は午後５時まで

＊土日祝祭日と

１２月２９日～１月３日休館


