
     とらい     あんぐる 
      － 第 66 号 （2022 年 1 月発行）―        スクスク 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファミリーサポートセンター 

長岡京市ファミリーサポートセンターは、 

「子育ての手助けをしてほしい人」と「子育てのお手伝いをしたい人」が 

会員になって地域で育児の相互援助活動を行います。 

今年度 20 周年を迎えました！！   

            大人も子どももみんなで遊ぼう！ 
                     今井一美さん 
         (元長岡京市立保育所長、元地域子育て支援センター『エンゼル』相談員)     

元 

           20 周年も「遊びのリーダー 一美さん」と一緒に楽しい遊びの世界に 

  

 ファミリーサポートセンターに先駆けて地域子育て支援センターができ、そこで勤務している

時にファミリーサポートセンターが誕生！ 長岡京市の子育て支援は他市町村からとびぬけてい

ると感じたものでした。  

 少子化で子ども達は減っているとは言うもののファミリーサポートセンターの活動はこれから

も続くと思います。（いえ、続いていって欲しいです！）より子育て社会の役に立てますように！

子育てしやすい長岡京市を作っていきたいです！ 今井一美          

 

公 演  影絵人形劇団 むむのこ   

演目【光る影絵】 どうぶつウキウキうんどうかい 
 やって参りました！動物たちの大運動会！ 

動物達が繰り広げるユニークな競技が満載です。 

進行と実況は名(メェー)司会者ヒツジさんが！ 

ゲスト出演フラミンゴさんの華麗なダンスは必見！ 

  

 「影絵人形劇団 むむのこ」さんは、関西を中心に影絵・人形劇を公演。暗闇に色鮮やかな絵

を浮かび上がらせるファンタスティクな世界は、子どもから大人まで幅広い年齢で楽しめます。 

長岡京市ファミリーサポートセンター 

20 周年記念 交流会 

日時 2022 年 3 月 25 日(金)  

     10:30～12:00（10:15 開場） 

      場所 長岡京市中央公民館  

3 階 市民ホール 

 ※最終受付日は 3 月 18 日(金)ですが、定員になり次第締め切ります。 

   また、新型コロナウイルスの影響で、中止する場合がありますのでご了承ください。 

《交流会問合せ・申し込み先》 

長岡京市ファミリーサポートセンター 電話：(０７５)９５９－３０３４ 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 長岡京市に転入してくる家族は多いと思います。

私もその一人です。誰も頼れる人がいない中、保育

園や一時保育よりも気軽に利用できて、皆さんとて

も心優しい提供会員さんばかりで、預ける度に優し

い言葉をかけてもらい安心したことを覚えていま

す。私も提供会員として登録していますが、依頼会

員さんには安心して、そして預けたことで保護者さ

んの力に少しでもなれたらと思っています。ファミ

サポという事業のありがたさを伝えこれからも

色々と困っている家庭に利用して頂けたらいいな

と思います。そして、ファミサポに登録している人

は様々な講習を受けられるのもとてもステキだと

思います。         両方会員Ｓさんより 

 まだ、活動をしたことが無いのですが、今後、ファミサポの活動

を通じ、長岡京市の良さや活動等楽しみにしていきたいです。                     

                     提供会員Ｍさんより 

 何時もお世話になり、ありがとうございま

す。ファミリーサポートセンターの活動も 15

年になりました。沢山の子ども達の笑顔に支え

られ楽しい時間を過ごせ、貴重な体験ができた

ことが何よりの宝です。いつも感じるのです

が、子どもさんを育てておられるご両親、一生

懸命で本当に偉いです。家事に仕事、育児とよ

く頑張っておられる。その大変さを少しでもサ

ポートしお役に立てることが出来て幸せに感

じます。子ども達と一緒にいると世界が違って

見えます。素敵なひと時を感謝の気持ちで過ご

してゆきたいと思います。安心安全第一でこれ

からも活動したいと思っております。ありがと

うございまし     提供会員 U さんより 

 小さい子どもさんでもこんなことが出来るのだ

と感心することも多く、良い刺激をもらっていま

す。最後になりましたが、20 周年おめでとうござ

います。これからもたくさんの方が活動に参加して

くださることを願っています。両方会員Ｏさんより 

 何度か依頼させて頂きました。いつも直前のお

願いにもかかわらず、ファミサポのスタッフの方

は一生懸命探してくださり、提供会員さんは快く

引き受けてくださり本当に感謝しています。私も

提供会員としても同じように誰かのお役に立てれ

ばと思いました。今後ともよろしくお願いします。 

             両方会員Ｋさんより 

 まだまだ、ファミサポの活動を知らないママ

友がいらっしゃいます。そんな方に一人でも多

く知ってもらえるようにどんどん口コミしてい

きたいです。      両方会員Ｓさんより 

 小さなお子様も来て頂くことがあります。年齢関係なく皆さん好きな

ことが違いますが、こちらがそれがわかり気持ちが伝わった時の笑顔は

とてもかわいいです。とてもかわいい時間を頂いています。   

                       両方会員Ｎさんより 

 20 周年おめでとうございます。私が子育 

て中に欲しかったサポートをすることで、少

しでもお役に立てることを嬉しく思います。

お預かりするお子様達に多くのことを気付か

せてもらえ楽しい時間を過ごさせてもらって

います。何よりお子様達の笑顔に幸せを感じ

ています。これからも多くの方達が利用され

るよう願っています。 提供会員Ｙさんより 

おめでとう 20 周年メッセージ 

 誰かの役にたつことが｢自分のやりがい｣でも

あります。どんなことでも手を差し伸べられる

ように。        提供会員Ｍさんより 

 20 年前、預かった子達が成人しました。再会したら、可愛かっ

た頃の話をしたいなぁと思います。我が家は幼児さん達が来てく

れると喜んでお世話しています。これからもサポートを続け楽し

い思い出を作りたいです。        両方会員Ｈさんより 



 責任の重いお手伝いだけれど、ゆとりの時間が出来て、長岡京市の子ども達の安全や幸せの為に貢献でき

ればと思って参加くださっているファミリーサポートセンターの提供会員の皆様のお気持ちが伝わるメッ

セージや報告書を読ませて頂き一層活動へのご協力に感謝しております。本当にありがとうございます。 
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活動して良かったなと思うことは・・・ 

・会うのを楽しみにしてくれている。 

・子ども達と話をするのが楽しい。 

・みんな個性があって接するのが楽しい。 

・子ども達と一緒に過ごすと世界が広がる。 

・発見がある。 

・幸せな気持ちになる。 

・元気をもらえる。 

・美味しいと言って食べてくれる笑顔は本当

に嬉しい 

活動時、気をつけていることはありますか・・・ 

・子どもさんと話をするようにしています。 

・依頼会員さんに援助中の様子を伝え、不安を解消 

 してもらえるよう心掛けています。 

・依頼会員さんの思いを聞かせてもらっています。 

・依頼会員さんの気持ちに寄り添うよう心がけて 

 います。 

・子ども達にケガが無い様、安全に勤めています。 

提供会員さんに聞きました 

お稽古へ送る途中の数分ですが 
 今日は、お芋ほりのお芋のことをお話しまし

た。お母さんにお料理してもらったことや好き

嫌いの話まで沢山教えてくれました。昆布が苦

手ということとピーマンは食べられるなど・・・ 

ピーマン食べられるのですねえらいですね。 

お子さんのキラリに★ 
 Xmas ツリーが飾られ、自分がつけたオーナ

メントを教えてくれました。電飾がガラスに映

るのを見て｢キレイに映っている！｣着眼点が

凄い。いつもながら感心する出来事でした。 

朝のお送りももう５年、成長されましたね 
 お布団にリュック、ひとりで抱えて待ってく

れました。『力持ち！』車の中では、絵本を見つ

けて「これお家にある！」とチョイスなしでし

たので「しりとりする？」「する～！」難しい言

葉もたくさん出てきてびっくり。きっと、お家

で沢山お話されているのですね。 

会員さん同士の信頼関係もバッチリ 
 雨の中、お兄ちゃんは、体育館でしっぽ取り、

弟ちゃんは学童で秘密基地！?をダンボールで

製作していました。ダンボールカッターも上手

に使っていましたよ。 

バスに乗ってお稽古へ送ります 
 学童まで迎えに行き、バスで市役所まで行き

ました。朝晩寒くなりましたが教室はまだ暖房

無とのことでした。教室で先生に引き渡しまし

た。 

我が子のように嬉しく感じられ・・ 
 校庭で元気に遊んでいる中で一輪車をスイスイとこいでいました。お友達が「上手いやろ！」と自慢

げに話しかけてくれました。一生懸命練習をしているお友達のそばを見守るように往来している様子は

とても和やかな雰囲気でした。 

こんな時もありました 
 お母さんの電車が止まってしまって、急な

お迎えになりました。 

報告書から活動の様子をお知らせ 

水溜まりのお決まりは 
 直前に雨が降り出して、お母さんに雨具をお借りして行きまし

た。バスが着く頃にはやんでしまったのですが、水溜まりはしっ

かり出来ていて、今日は両足揃えて飛び込んだりして、今日も靴

の中までビショビショに。 

 お姉ちゃん提供会員さんとの女子トーク 
 お互いに前に会った時から髪をバッサリ切っ

ていることに気付き「似合うね～」と話しました。

前に話した内容も覚えていてくれました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

活動の主な依頼内容 
・保育施設への送迎 

・習い事の送迎 等 

第 1 回 講習会 10 月 28 日午前  第 2 回 講習会 10 月 28 日午後 

【テーマ】子どもの事故と事故防止 

【講 師】佐々木絵美さん・辻本佳世さん・山田智美さん(長岡京市保育士) 

【内 容】子どもに起こりやすい事故と家庭のヒヤリハットを考えました。  

     パネルシアターも楽しみました。 

ファミリーサポートセンター利用の流れ 
① 会員登録  

② 依頼会員から依頼 

③ 依頼会員に提供会員を紹介  

④ 提供会員宅で事前打ち合わせ  

⑤ 援助を行います（保険あり） 

⑥ 報告書、報酬の授受 

ファミリーサポートセンター費用 
平日 7:00～20:00：７００円 

   20:00～22:00：８００円 
土曜日・日曜日・祝日・年末年始 

  ７:００～２２:００：８００円 

 ２００１年度に長岡京市ファミリーサポートセンターが設立され 20 周年を迎えることが出来まし

た。これもひとえに援助活動を皆様方に支えて頂いたおかげと心より感謝申し上げます。ファミリーサ

ポートセンターの活動を通じ、年々、地域で子育てを支えていく取り組みが必要になっていると感じて

います。子育ての援助を必要としている依頼会員さんと援助協力者の提供会員さんを繋ぎ、子ども達の

健やかな成長を願い活動できますよう、今後とも皆様の温かいご支援、ご協力を賜りますよう宜しくお

願いいたします。  

活動の主な依頼理由 
・仕事 

・産前産後や通院時 等 
ファミサポ利用の安心ポイント 
①預かり前の事前打ち合わせ 

②長岡京市がファミサポ保険に加入 

③登録費用、不要 

報告 コロナ禍で開催を延期していましたが、開催可能な内容に変更して開催しました。 

子育て中の人と手伝いが出来る人が、「支え、支えられて、お互いさま」の気持ちで集う 

ファミリーサポートセンターの会員さんを募集しています 

ファミリーサポートセンター会員種 
依頼会員：子育ての援助が欲しい人  

提供会員：子育ての援助が出来る人 

両方会員：どちらも兼ねる人 
入会説明会 

日 時：3 月５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  

    ・身分証明書 

 
※センター事務所でも入会説明を 

 しています。ご予約下さい。 

第 3 回 講習会 1１月 2５日  

【テーマ】救急救命講習 ～幼児、乳児への対応～ 

【講 師】中島光雄さん (長岡京市防災･安全推進室防災指導員) 

【内 容】消防署から乳幼児人形とＡＥＤをお借りし講義、実技を行いました。 

2021 年４月～11 月末活動状況報告 

会員数８７３名（依頼会員５２３名、提供会員２７１名、両方会員７９名）  総活動件数１８０２件  

    


