度会郡・大台町ファミサポニュース
2016 年冬号
度会郡の４町（玉城町・度会町・南伊勢町・大紀町）と多気郡大台町の５町が連携し、（特）三重県子ど
も NPO サポートセンターに委託してファミリーサポート事業を実施しています。

会員の声
いつも大変お世話になりありがとうございます。
昨年他県より引っ越して来たのですが、父母や親せき等の頼れる人のいない中で、小さな子ども３人を
どうやって育てていこうかと途方に暮れていました。そんな中で、玉城町には「ファミリーサポート」
と「緊急サポート」という制度がある事を知り、早速連絡をしてみることにしました。
その後、制度の説明や、預かっていただける方々と親子で直接お会いできる機会があり、相互に情報が
共有できて、とても安心しました。
皆さま全員がとてもフレンドリーで、アットホームな感じの方々で、子ども達もすぐに慣れることが出
来ました。
一度登録すれば利用はとても簡単なところもとても助かっています。
利用したい日時を電話でお伝え
すれば、アドバイザーの方が預かっていただける会員の方を探して下さいます。又、緊急で子どもを預
かっていただきたい状況になった時も、ファミリーサポートセンターに相談すると、快く引き受けてい
ただけて本当に助かりました。
この制度は、子育てしている親にとっても大きな拠り所になるだけでなく、子どもにとっても、いつも
とは違う大人と関われて、学べることが沢山あるのではないかと思います。我が子は、
「おうちのセン
セ～♡」と呼んで、利用日をとても楽しみにしています。
これからも沢山利用させていただきたいと思っています。今後ともどうぞよろしくお願いします。
依頼会員 皆川明美

私が、ファミリーサポートの提供会員に登録してから、1 年 7 ヶ月になります。
どうして会員になろうと考えたかというと、自分の職場でも、若いお母さんが子育てや仕事の両立に、
困っている姿を見たり、昔(私の子育てをしていた時代)と比べて、核家族化や仕事を休む事の出来ない
母親が多くなった事等で、祖父母、両親、子の縦の繋がりや、地域との横の繋がりが薄れ、お母さんが
孤立しているように思えたからです。
だからといって、私が頑張ってもどうってことないかもしれませんが、一人でも力になれたら嬉しく思
えますし、実際に活動してお子さんに接した時、自分の子や孫とは違い、緊張と達成感があり、自分も
嬉しく思いました。
身体が続くかぎり、この新鮮な気持ちを維持しつつやって行きたいと思います。
提供会員 藤原泉

サポートシステムの有難さをひしひしと感じたここ 2～3 ヶ月。
自分自身の子どももまだ手がかかり、
登録させて頂いているものの、なかなかサポートは出来ていませんでした。また、今回身内の入院介助
等で保育延長が厳しく、マッチングして頂いていた内容も時間の経過と共に違いが生じ緊急事態に不自
由さを感じました。急な時、サポートして頂ける方が身近にほしいな。もっと声を挙げていかなければ
と感じ、周りに同じ事を感じている方がみえるのでは？私も、普段は近くに住む母に送迎等サポートを
お願いするのですが、母も都合がつかない時に身近にサポーターさんがみえて、保育園の送迎をして頂
けたら本当に有難い。
周りに少しでも悩んでいる方がみえて、
少しでも協力することができたらと思い、
その一人になれたら…と感じました。
両方会員 R.N

提供会員養成講座を受けた時、最近自分の身近な所でわからない勉強をさせて頂きました。子育てに
対し少しでもお母様の気分を和らげてあげればと思っています。時間にゆとりが出来れば、子どもに愛
情を注ぐことが出来ます。
子どもは宝です。人様の子どもも成長が楽しみです。これからも協力をさせて頂き、このファミリー
サポーターを続けられることを心より願っています。
提供会員 A.N

4 才、2 才の子の母です。
ファミサポとの出会いは、上の子が年少になるのを機に仕事を始めるか、下の子が年少になるまでは
専業主婦を続けるか…とちょうど悩んでいる最中でした。
町の健診でファミサポの方に声をかけて頂き、
こんなサポートをしてくださるところがあるんだぁ！
と感動しました。
働きだして子どもを預けられる人がいない時どうしよう…など不安に思っていた私に神様が下りて
きたような気持でした。
早速、
登録の話を聞き、
後日面接をして頂きました。
初めての事で親子共々緊張してしまいましたが、
提供会員の方たちとお会いした瞬間にその緊張は和らぎました。
食事の事や子どもたちの様子を一緒に
見ながら、気を付けてもらいたい事などを話し、人見知りのわが子達ですが、いつのまにか懐いていま
した。
こんなサポートをしてくださるなら安心して働くことができると思い、
仕事を始める決断も出来まし
た。
まだ機会がなく依頼をした事はありませんが、何かあってもすぐに助けて下さる方達がいる！と思う
と毎日安心して過ごせています。
上の子は面接のときの事をよく覚えていて
「また、
遊びに来てねって言ってくれたけど、
いつ行くの？」
と依頼する日をすごく楽しみにしています。
依頼会員 T.S

先日、久しぶりに町内の講演会の託児をさせていただき、小さな子たちと過ごして癒されてきました。
10 年前、ファミサポ養成講座で初めて託児を利用し、一人でゆっくり自分の子育てを改めて考える
貴重な機会をいただきました。12 年前、友達と始めた子育てサークルで楽しく活動できたのもボラン
ティアさん方のご協力のおかげ。
（ステキなことに、今ではサークルを卒業した方々がママさんボラン
ティアとして参加される流れができています。
）
心も体も健康な子育ては、周りの方々に支えられて叶うものだと思います。我が家は一人親なのもあ
り、たくさんの方々に助けていただいていることを実感しています。本当にありがたいことです。
子どもが大きくなり余裕ができてきた今、次は私がサポートにまわる番。微力ながら、可能な限り小
さなお子さんやそのご家族と関わっていければと思っています。
両方会員 J.I

毎号、掲載している「ニュージーランド子育て支援視察」
ですが、今号はお休みします。
次号、
「ニュージーランド子育て支援視察⑥」を掲載いたし
ますのでお楽しみに！

平成２９年度提供会員養成講座のお知らせ
29 年度の養成講座は南伊勢町役場にて開催します。子育て情報は年々変わっていきます。
提供会員には常に新しい情報を知って頂くという意味でもスキルアップに、依頼会員には子育てにいか
せてもらえるように受講して頂きますようお願いします。またお友達や家族の方にもお勧めしてくださ
い。
日

程

5／1３
（土）
5／1４
（日）
5／2０
（土）
5／21
（日）
5/２７
(土)

会
対

講 座 内 容
開講式・オリエンテーション
子どもの権利
保育の心
提供会員の役割と心得
子どもの遊び
身体の発達と病気
会則・活動記録等の説明

講 師（敬称略）
担当アドバイザー
田部眞樹子：三重県子ども NPO サポートセンター理事長
堀川美子：育児支援アドバイザー
秋山則子：三重県子ども NPO サポートセンター副理事長
山野栄子：学校法人大橋学園ﾕﾏﾆﾃｸ短期大学教員
花田 基：花田小児科院長
担当アドバイザー

子どものけがの予防と応急処置

富内直美：日本赤十字社三重県支部

子どもの栄養と食生活
心の発達/障害について
小児看護の基礎知識
講座をふりかえって
（グループで話し合い）

馬場啓子：管理栄養士（元大学教授）
千草篤麿：高田短期大学こども学科学科長
岡田まり：㈱ジェネラス訪問看護ステーションほたるいせ管理者
南伊勢町担当者
秋山則子：三重県子ども NPO サポートセンター副理事長

時
間
9:20～ 9:30
9:30～11:30
12:30～14:30
14:45～16:45
10:00～12:00
13:00～16:00
16:10～16:40
9:30～12:30
9:30～12:30
13:30～16:30
9:30～12:30
13:30～16:30

場 ：南伊勢町役場 南勢庁舎（三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦 3057 電話：0599-66-1114）
者 ：玉城町・度会町・南伊勢町・大紀町・大台町内および近隣市町に在住する２０歳以上の方で、
受講後に提供会員として登録していただける方
募 集 人 員 ：３０名（先着順）
受 講 料 ：無料。ただし、テキスト代（２,５００円）は受講者負担となります。
※今回、講座日程のすべてを一度に受講できない方は、ご相談ください。
そ の 他 ：託児をご希望の方は、申し込み時にご相談ください。（無料）
象

交流会のお知らせ
今年度のニュースの中で子育てＱ＆Ａや、提供会員養成講座の「子どもの栄養と食生活」を担当して
いただいている馬場啓子先生に来ていただき、親子でできる簡単なクッキングと、食育についてのお話
をしていただきます。参加ご希望の方は、各センターまでお申込みください。各会場、先着３０名です。
日 程
講 師
対 象

平成２９年３月２５日(土)
馬場啓子先生 管理栄養士（元大学教授）
大台町・大紀町・玉城町・度会町・南伊勢町にお住まいの小学６年生までの親子
各町ファミリー・サポート・センター 依頼・提供・両方会員
申し込み開始
３月１日 １０：００～

＊大台会場 大台町子育て支援センター 大台町健康ふれあい会館内 TEL 0598-83-3500
受 付
９：４５～１２：００

＊玉城会場 玉城町保健福祉会館 TEL 0596-58-8000
受 付
１４：００～１６：１５

親子で楽しい絵本コーナー
作：かがくいひろし
出版社：ブロンズ新社
だるまさんシリーズには他に「だるまさん
が」
「だるまさんの」があり、どれもだるま
さんのユニークな表情に親子でほっこりで
きます。
何度も読んで！とせがまれる絵本です。
絵がたくさんの会話をさそってくれます。

作：かがくいひろし
出版社：教育画劇
大好きなけろこさんと一緒にケーキ
をたべるため、おいしそうなケーキを
前に、がまんしなくては・・・
でも、がまんできないこいたろうとか
めぞうじいさんの会話から、「その気
持ちよくわかります！」とうなずきな
がらページをめくっていくと・・・
さて、どうなりますやら。

１月末までの各町の状況

依頼会員 提供会員 両方会員

計

活動累計

大台町

55人

47人

8人

110人

0件

玉城町

97人

52人

7人

156人

209件

9人

9人

1人

19人

0件

・保育所や学童への送迎

大紀町

14人

25人

1人

40人

0件

・病児保育への送り

度会町

21人

15人

2人

38人

0件

196人

148人

19人

363人

209件

南伊勢町

計

みえ子育て支援・緊急サポートネットワーク
🌼南勢志摩地域センター

こんな内容で利用されています！！

・お母さんの休養・仕事・外出の際の
一時的な預かり
・習い事への送迎

など

🌼多気郡地域センター

（玉城町・度会町・大紀町・南伊勢町ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ）

（大台町ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ）

TEL＆FAX ０５９６－２３－３９３８
〒516-0037 伊勢市岩渕 2 丁目 3 番 13 号
NPO 法人三重みなみ子どもﾈｯﾄﾜｰｸ内

TEL＆FAX ０５９８－２２－１９５０
〒515-0084 松阪市日野町 788 ｶﾘﾖﾝﾋﾞﾙ 1 階
特定非営利活動法人松阪子ども NPO ｾﾝﾀｰ

