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新型コロナウイルス感染流行下での援助活動のお願い 

 

  ★会員間で感染情報を共有して連絡を取り合ってください 

 ★会員や援助児童、家族の方に体調不良が見られた場合は活動を 

  控えてください 

  ★活動時は、会員、援助児童、会員家族の検温、健康状態を確認 

   してください 

  ★活動中は必ずマスクを着用してください 

  ★体調不良が見られた場合は、活動を中止してください 

 

    前日に活動中止を決定された場合、キャンセル料は発生しません。 

緊急事態宣言は延長されてしましたが 

暖かい春は確実に近づいています 

感染予防をしてみんなで乗り越えましょうね 

 

コロナ明けを楽しみに 

緊急事態宣言が発令されてからセンターに 

「緊急事態宣言が出ていますが、子どもを預かってもらえますか」とか 

「4 月から小学校に行くのですが、援助してくれる人はいますか」と 

心配される電話が入ります 
このコロナ禍で 

家族で対応しようと思っていたけど 

 

新学期を迎えたらどうなるのか・・・ 

今、ちょっと預かってもらえたら・・・ 

 

どうしよう 困ったな 

不安に思っている子育て中の方がいらっしゃったら 

 

ファミサポに相談してください 

お手伝いできることがあるかもわかりません 

 

依頼会員さんが子育てを手伝って欲しい 

提供会員さんやご家族が手伝ってあげたい 

の気持ちで 

 

長岡京市ファミリーサポートセンターでは 

お子さんの預かりや送迎などの援助活動を 

これまでどおり行っています 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本赤十字社 WEB 講習は・・・ 

日本赤十字社でも、日本赤十字社講習の内容を予習・復習できるｅラーニングが開設され、クイズ検定

形式に動画もおりまぜポイントが分かりやすく解説されています。 

総務省消防庁ホームページ応急手当 ＷＥＢ講習 
総務省消防庁 ＷＥＢ講習は・・・ 

消防署では、現在事業所対象の講習会を見合わせられており、これまでの講習

を家庭で行えるようＷＥＢ講習が開設されています。普通救命講習の座学部分と

実技部分を分割し、従来の座学部分の１時間をインターネット上で受講、その後、

概ね１ヶ月以内に実技講習２時間を受講することで普通救命講習を修了したと

認定するものです。応急手当一連の流れを学べます。 

救命救急講習 自主学習のお願い 

本年度、新型コロナ感染症拡大予防の為に例年通りの講習会を開催することが

出来ません。各提供会員さんは自主学習を行って頂くようお願いいたします。 

緊急現場に遭遇、家族や友人が緊急事態、そんな時！ 

緊急現場に立ち会うことなんて無いわ！そう思っていませんか。でも、 

「近所の方が倒れられた時、役立ちました」 

「駅の階段でケガをした方の救助が出来ました」と報告を受けています。 

続けて学んで頂くと、とっさの対応が出来るようです。 

WEB 講習って、難しそう・・・やった事ないし・・・なんて思わず 

消防庁、日本赤十字社共に分かりやすい内容ですのでご家族でコロナ時間

を有効にご活用頂き挑戦してください！感想もお聞かせくださいね！ 

事故を未然に防ぐ為に会報紙面でちょっとご案内 

 

日本赤十字社のホームページから「子どもの事故予防」 

事故を未然に防ぐ「子どもの事故予防」 
① 環境整備をする 

子どもは、生活の行動範囲が急激に広がるので、思いがけない事故が起こる可能性も高くなります。

家庭内の事故を予防するため、風呂の水のためおきをしない等、常に家庭内を整理整頓し、危険物を

避けるよう心がけ、子どもの周囲の安全管理に気を配ることが大切です。 
 

～事故予防のワンポイントアドバイス！～ 

・玄関のドアの指はさみを防ぐ工夫 

玄関のドアに手や指を挟みこまれて指を切断する事故が起こります。 

戸がバタンと閉まらなくなったりする器具を取り付けたり、身近な 

もので工夫して事故防止をします。 

・テーブルの角にはコーナークッションを 

コーナークッションは市販品もありますがゴムホースを使えば簡単 

で安上がりにできます。ゴムホースを２０センチメートルくらいに 

カットして縦にはさみを入れ、コーナーにはめ込みます。 

・洗濯機のふたもゴムバンドで開閉防止のアドバイス 

ゴムとフックでふたを押さえます。接着剤でつけるフックを 2 つ用 

意し、洗濯機の両サイドにつけます。ゴムひもまたはヘア用ゴムを 

1 メートルくらい用意し、輪にして結びフックに付けます。 

・観音開きの戸にも簡単なストッパーを 

プラスチックの取手をストッパーにします。扉に向かい合わせについ 

ている取手に差し込むだけで、開扉防止ができます。 

 

② 安全教育をする 

安全な行動を繰り返し教え、交通のルール、遊びの中でのマナー、道具の安全な使い方を教えるな

ど、積極的な安全教育が必要です。 

 

③ 子どもの運動機能を高める遊びをさせる 

周囲の環境を整備し、大きなけがを起こさないよう配慮した上で、子どもを自由に遊ばせる。歩

く、走る、飛ぶ、押す、引くなど、基本的な運動を積み重ねることにより、全身的な遊びによって

体力が高められ、そのことによって、バランス感覚を養い、事故から身を守るための運動機能が高

まります。 

                        (赤十字ホームページから) 

ご参考に 

お願い 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

依頼会員さんのお返事 

家にこたつが無いので、提供会員さんの家のこたつが大好き

で、いつも帰りには「こたつ買おう💛」と言います(^ ^) 

活動時記入いただく報告書から 
読む度、温かい気持ちになります 提供会員さんの報告書 

18:30 帰る途中で仲良しのお友達のお母さんがお迎えに来たの

を見かけたので「一緒に帰りたいから待っとく～！！」と言ってし

ばらく待っていたら、お友達が来たので大喜びでした。お友達も嬉

しそうでしたよ。家も近いので、最後まで、ずーっとお喋りしなが

ら歩いていましたよ。毎日、会っていても話題は沢山あるようです。 

今日は、暑かったのですが、もうこたつを出していたので、家に

入った途端「わぁ～💛」と言ってこたつの中にもぐりこんでいまし

た。お母さんがお迎えに来られた時も中に入って隠れていました。 

まだまだ、寒いです！ 

提供会員さんのお家のこたつに 

もぐり込む日が続きそうですね！ 

お子さまが、小学 5 年生に進級される依頼会員・両方会員のみなさまへ大切なお知らせ 

当センターでは、依頼会員のお子さまが小学５年生に進級されると援助が終了します。一番下の

お子さまが該当年齢になられたら会員登録を抹消させて頂きますが、提供会員として活動出来ると

お考えの方は会員種変更で提供会員としてご活躍頂けませんか。ご連絡をお待ちします。 

また、両方会員でご登録の方は、提供会員として会員種変更をさせて頂きますので今後もよろし

くお願いいたします。 

１～２歳頃 

□テラスや窓のそばに、踏み台となるものを置かないようにしているか 

□ドアがバタンと閉まらない工夫をしているか 

□カミソリ、ナイフ、ハサミ、包丁を子どもの手の届かないところに置いているか 

□薬、タバコ、化粧品、洗剤を子どもの手の届かないところに置いているか 

□テーブルの上の熱い飲み物、食べ物は子どもの手の届かないところに置いているか 

□ストーブ、アイロン、ポット、やかん、鍋などやけどの危険に気をつけているか 

 

３～６歳頃 

□窓やテラスからの転落に注意しているか 

□刃物類は隠しているか 

□ドアの開閉部分に工夫しているか 

□マッチやライターの火遊びに注意しているか 

 

(赤十字幼児安全講習教本から) 

発達に応じた家庭内の「安全チェック」 

 
1 歳頃まで 

□テーブルやソファに寝かしつけたまま目を離すことはないか 

□ベビーベッドの棚はいつも上げているか 

□ストーブやヒーターのそばで寝かせていないか 

□子どもの手の届くところに細いひもやビニール袋など置いていないか 

□子どもの手の届くところに口に入るような小物を置いていないか 

□子どもを抱きながら、熱いものを食べたり飲んだりしていないか 

□熱湯などを扱うとき、子どもがそばにいないか注意しているか 

□ピーナッツやあめ玉などは、子どもの手の届かないところにあるか 

□タバコや灰皿は、子どもの手の届かないところに置いているか 

□食卓のテーブルクロスは外してあるか 

□ストーブやヒーターなどに、子どもが触れないような対策がしてあるか 

当センターの安全チェックリストと共にご利用

頂き家庭内の事故を予防してください 

安全第一 

 



開催予定 第２回 交流会 

～楽しく学ぼう整理収納術～ 

日 時： 3 月 11 日(木)  

10:00～12:00 

場 所：長岡京市立中央公民館 

    講座室 

講 師：Mjuk(ミューク)  

代表 日浦 弘子さん 
※保育は、ありません。 

状況によって、開催を中止することがあります。

必ずセンターにご予約、ご確認ください。 

ファミリーサポートセンターの援助活動で安心なところ 

ご紹介！ 

 

★援助前に必ず会員同志、お子さん、アドバイザーが顔を合わせ「事

前打ち合わせ」を行い、安全に活動出来るよう十分な打ち合わせ

をします。 

★提供会員さんは、｢お父さん、お母さんが子ども達と一緒に過ご

すのが最善だけど困った時はお手伝いするから安心してね｣とい

う気持ちで登録、活動くださっています。 

★提供会員さんには、子どもを安全に見守ることが出来るよう、セ

ンター主催の講習会や救命救急Ⅲを受講頂いています。 

★入会登録に費用はかからず、必要時電話での連絡で提供会員さん

をご紹介します。 

★活動時は、長岡京市加入の保険が適用されます。 

入会説明会 

日 時：3 月 6 日(土)  

10：00 ～ 11：30 

場 所：長岡京市立中央公民館  

和室 

持ち物：・写真 2 枚(2 ㎝×3 ㎝) 

・印鑑・身分証明書 

※センター事務所でも随時 

  入会受付を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長岡京市ファミリーサポートセンター 

     ( 長岡京市役所  健康福祉部  子育て支援課 ) 

〒617－8501    

長岡京市開田 1丁目 1番１号 長岡京市役所内 (分庁舎３) 

TEL：０７５-９５９-３０３４  FAX：０７５-９５９-３２０１ 

※受付：午前 9時 30分～午後６時/土.日.祝日.年末年始は休みです。 スクスク 

2020 年度コロナ禍で講習会、

交流会開催２回、残り１回。

2021 年度は、もっと皆様にお

会いしたいです 

会員種 

 

依頼会員は、子育てを助けて欲しい人 

両方会員は、子育ても助けて欲しいけどお手伝いも出来る人 

提供会員は、子育てのお手伝いが出来る人 

ファミリーサポートセンター入会から援助まで 

 

① 会員登録をしてください。（写真 2枚と印鑑、身分証明書が必要です） 

② 依頼会員の援助希望内容に応じて提供会員を紹介します。 

③ 依頼会員と提供会員が顔合わせの｢事前打ち合わせ｣を行います。 

信頼関係を築きペアになると、子どもを預けることが出来ます。 

④ 提供会員は、依頼された内容で子どもを預かります。 

⑤ 預かりが終わると会員同志で報告書と報酬の授受を行います。 

⑥ 提供会員が、センターに報告書を提出します。 依頼会員の主な依頼内容 

・保育施設や学校への送迎 

・習い事の送迎 等 

 

依頼会員の主な依頼理由 

・仕事 

・産前産後や通院時 等 

活動状況 

会員数  850 人 

依頼会員 516 人 

両方会員 82 人 

提供会員 252 人   

活動件数 1411 件              

(2020 年度 12 月末) 

講習会・交流会 報告 

第１回 交流会  8 月 27 日 

・癒しのティラリュウム作り・事故防止の懇談会 

第 1 回 講習会  9 月 23 日 

・子どもの心の発達と関わり方について 

ファイト 


