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地域交流会
「紙コップで作って遊ぼう！」

「いざという時のＡＥＤ」
講師：三田市消防本部

川谷さん 森さん

「遊びの伝授
～子どもの心をとらえるヒント～」

講師：田口瑞穂さん

◀ＡＥＤ講習では、人形に心肺蘇生
や心臓マッサージを行い、ＡＥＤ
の装着も体験しました。

地域交流会
「ふりふりおにぎりパーティー」

「子どもに多く見られる感染症と手当」
講師：湊川短期大学 西川央江さん

▲遊びの講座では、田口さんの軽快な楽し
いお話を聞きながら、身近なものを使っ
て遊んだり、おもちゃ作りをしました。

安全な活動を行うために多くの協力会員が受講しました。

▲感染症の仕組みや手当の仕方、
新型コロナウイルス感染症拡大防止
策や速乾性手指消毒剤で実際の消毒
の方法を学びました。

子どもも楽しくお料理して
いて、成長を感じました。

ファミサポ交流会
「おひなさまクレープ」

講師：増田 由美子さん

お店のような味で
大満足でした。

紙コップのおもちゃ
面白かった。



旧様式

新様式

★今までの報告書は、小学生
の活動には、使用できます。
また、横型の報告書の使用を
ご希望の方は、センター迄ご
相談ください。

ファミリーサポートセンターが、幼児
教育・保育無償化の対象事業となるた
め、新しい報告書を使用して頂くこと
となりました。1日ごとの記入となりま
すが、きょうだい一緒に記入できます。

「活動報告書」が変わりました。

協力会員宅での預かりが基本ですが、依頼会員
宅での預かりの場合は、依頼会員が、チェック
してセンターに提出することになりました。

～安全な活動のために～

事前打ち合わせ時、活動内容の変更、活動場所
の変更の都度、基本協力会員が活動場所を
チェックし、センターに提出してください。

「安全チェックリスト」が
変わりました。

「事前打ち合わせの用紙」が
変わりました。

●これから事前打ち合わせをお考えの方は、
新しい用紙をご使用ください。

●協力会員だけでなく、依頼会員やセンター
が内容を共有できるように変更しています。

※個人情報の取り扱いには、充分にご注意
ください。

ファミリ―サポートセンター開催の講座について

三田市社会福祉協議会「さんだファミリーサポートセンター」のホームページより、新しい
「安全チェックリスト」「事前打ち合わせ用紙」をダウンロードできます。
提出方法等、詳細については、センターにお問い合わせください。

大切なお子さんを安全にお預かりするために、厚生労働省の推奨するプログラムを基に、今年度より9項目
のテーマで子育て支援講座、フォローアップ講座を開催する予定です。協力・両方会員の皆さまやこれから
協力会員になろうと思っている皆さま、依頼会員の皆さまも関心のある講座への参加は大歓迎です。是非、
9項目の講座受講をお願いします。

＜9項目のテーマ＞
①保育の心
②心の発達とその問題
③身体の発育と病気
④小児看護の基礎知識
⑤安全・事故
⑥子どもの世話
⑦子どもの遊び
⑧子どもの栄養と食生活
⑨事業を円滑に進めるために

一度、受講された項目でも講師や
内容はそれぞれ違います。
参加のたびに新しい発見があります。
ぜひ何度でもご参加ください。

AEDを含む救急救命講習
●年2回開催します。以前に、受講した方も

5年ごとに講習を受けてください。
●自治会、学校等で受講された方は、受講年月
をセンターにお知らせください。

令和2年度「三田市社協子育て支援講座」の開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症拡大
防止により、開催予定は未定です。講座の日程が決まりましたら、案内、チラシなどでお知らせします。



サブリーダーだより

ＨＯＴ！ホッと

＊このコーナーはサブリーダー（地域リーダー）が作成しています。

子どもと家あそび

小さなお母さんになろう！
～やってみよう～

②
裏返して中に折る

③
下の部分を折り上げる

④半分に折り合わせる

⑤点線の部分を中折りする

⑥
目を書いて
金魚の出来上がり！

何びきすくえるかな？

①
7.5㎝×7.5㎝

の折り紙

いつもお母さんがしている洗濯・掃除を
一緒に楽しんでみませんか？

子どもたちは真似をすることが大好き、お母さんがし
ていることを一緒にするだけでうれしくなります。
＜ルール＞
●100％を求めない。（出来栄えには文句を言わない）
●やってくれたことに「ありがとう」を言おう。
＜遊び感覚でやってみよう＞
〇洗濯機からお母さんが一つずつ洗濯を出して子どもに
渡し、少し離れた洗濯かごに入れる。

〇靴下探し―洗濯した靴下のペアーを探す。
〇親子で軍手をして、いろんなところを拭き掃除、どち
らが早く黒くなるかな？

簡単クッキング

お店屋さんごっこ

〇おにぎりやサンドイッチを一緒に作ったり、市
販のお菓子を並べて家の中でお店を作ります。
お店屋さんと買いに来る人に分かれて買い物ごっこ。
遊んだ後は、買ったものを一緒に美味しくだべまし
ょう。

〇作るのは難しいという方は、スーパーの広告などか
ら食べ物を切り取り、お店屋さんにしてみるのも楽
しいですよ。八百屋さん、お弁当屋さん…

①バナナを皮ごとオーブントーター
に入れて、弱火で黒くなるまで焼い
てみよう！

②シナモンをかけてあまーいデザート
の出来上がり！

焼きバナナ
～いつもの食べ方にひと工夫～

折り紙で金魚すくい
～ポイはうちわでも大丈夫！～

今回は、親子で一緒にできる遊びや簡単クッキングをご紹介します。

とっても簡単ふわふわパン
～子どもと作ろう～

＜材料＞
ホットケーキミックス 200ｇ
プレーンヨーグルト 100ｇ
サラダ油 大さじ2

①材料をすべてボールに
入れてざっくり混ぜる。

②生地がまとまってきたら、
チョコ、レーズン、コーンな
どお好みのものを混ぜ合わせ、
8等分にして丸める。

③オーブントースターまたは
180度のオーブンで15分焼く。

※7分ぐらいで焼き色がついてき
たらアルミホイルをかぶせる。

＜材料＞

バナナ 1本
シナモン 少々

令和2年度サブリーダー

今年度も
よろしく
お願いし
ます。

地区 サブリーダー名

三田 松尾 香恵

三輪・高平 小山 惠子

三輪・高平 田口 裕子

小野・本庄・広野 薮内 美穂

藍 中嶋 恵子

フラワー 鈴木 淳子

ウッディ・カルチャー 菊池 眞里

ウッディ・カルチャー 益田 悦子



会員状況
令和2年4月末現在（名）

令和元年度年間活動状況
平成31年4月～令和2年3月末（件）

新型コロナウイルス感染症の対応について

ファミリーサポートセンターでは、日々の状況を見ながら、会員同士の同意のもとに活動を
行っていただいています。
会員の皆様には、安心、安全な活動が行えるようにご協力をお願いします。

＜援助活動の留意点＞

〇子どもを預ける会員の皆さま（依頼会員・両方会員）
お子さまを含め、活動前には検温を行い健康状態の確認をお願いします。
風邪などの症状があった場合は活動をお控えください。

（ご家族等に同じ症状が みられる場合も同様です。）

〇子どもを預かる会員の皆さま（協力会員・両方会員）
持病のある方、健康に不安のある方は、無理な活動はせずにセンターにご相談ください。
活動中は、室内のこまめな換気、手洗い、うがい、マスクの着用をお願いします。

社会福祉法人 三田市社会福祉協議会

さんだファミリーサポートセンター
〒669-1546
三田市弥生が丘１-１-２ サンフラワービル2Ｆ
三田市多世代交流館内 シニア・ユースひろば

TEL 079-559-8996 FAX 079-562-8424
Ｅメール famisapo@sanda-shakyo.or.jp
開所時間 9:30～17:30
（月、祝日 12/28～1/4は休み）

★センターよりお願い★
郵便物が正確に届くように、引っ越しされる際は必ずセンターにご連絡いただきますようお願いします。

地区名 依 頼 協 力 両 方 合 計

三田 84 24 12 120

三輪 94 49 14 157

広野 26 11 2 39

小野 7 6 0 13

高平 6 4 2 12

藍 25 28 5 58

本庄 4 3 0 7

ﾌﾗﾜｰ 151 81 19 251

ｳｯﾃﾞｨ 33２ 119 60 511

ｶﾙﾁｬｰ 20 12 2 34

市内在勤 15 0 0 15

計 764 337 116 1,217

内 容 計

保育施設の開始前、終了後の預かり 389

保育施設までの送迎 230

放課後児童クラブ終了後の預かり 192

学校の放課後の預かり 18

きょうだいの学校行事などの預かり 1

保護者の外出のときの預かり 13

登校前・児童クラブ前の預かり 27

子どもの習い事の送迎 990

保育所・学校などの休みのときの預かり 59

保護者の病気、その他急用時の預かり 9

保護者の短時間・臨時的就労時の預かり 91

その他 254

合 計 2,273


