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乳幼児救命講習会
日時：令和 3 年 9 月 30 日（木）9：30～12：30
会場：鎌倉児童ホーム

令和３年度

支援会員登録講習会

対象：全会員

〈発行元〉鎌倉市ファミリーサポートセンター

◆第 7１回◆
令和 3 年 10 月 7 日（木）・13 日（水）
・19 日（火）
・27（水）
場所：鎌倉児童ホーム（10／7 のみ 14：20 まで）

毎月支援・両方会員の皆様より寄せられる活動報告書から、

◆第 7２回◆

支援中のほほえましい様子をふぁみさぽ通信で時折ご紹介して

令和 4 年 2 月 3 日（木）・９日（水）・14 日（月）
・21（月）

令和３年度

場所：たまなわ交流センター（玉縄学習センター分室）

支援会員スキルアップ講習会

います。今回はその「支援中のほっこり」特集です！

産後支援講習会
日時：令和 3 年 11 月 20 日（土）13：30～15：30

時間：9：30～12：20（1 日のみ 14：20 まで）

会場：たまなわ交流センター（玉縄学習センター分室）

※プログラムにより多少の時間変更有

対象：支援・両方会員

内容：子育て支援に関する各種講義

ぜひ

備考：受講料無料、お申込みは電話・メールで。

ご参加ください！

※１講義だけでも受講できます。
詳しくはホームページをご覧ください

〇月✕日

〇月✕日

・ H ちゃんも A くんもよく笑い、楽しそうにお話を
してくれています。

ブランコ、ほうき、王冠など。作ったものを「僕も」

・ A くんがクラスのお友達に「N さんだよ！」って

「私も」と言って自分の分をせがんできます。

紹介してまわってくれています。

ウサギの耳を気に入っていました。

〇月△日

〇月△日

慣れない朝の支度でしたが、先生に教えていただき

思い通りにいかないことや、自分ではどうにもなら

気を付けましょう

ないことが続いていませんか？
一人で抱え込まず、少しでも良いので思っている

◆熱中症予防の為に、こまめに水分を取り
ましょう。

大人も水分補給を忘れずに！

新聞紙を材料に使い、お弁当屋さん

ながら終えました。H ちゃんは A くんを気遣いなが

ごっこをしました。空箱や糸なども使い、工夫し

らおしゃべりをしていました。A くんは朝お母さんの

て遊びました。

前でぐずっていましたが、園につく頃にはすっかり落

J さんより

H ちゃん(５才) J くん・Y ちゃん(２才)

ち着いていました。エライ！

ことを近くにいる人に話してみてください。話す事で

N さんより

頭の中が整理できたり、気持ちがスッキリすることもあ

A くん(６才) H ちゃん(３才)

母の日のカードが雨に濡れないように大事に
かかえて歩く姿がかわいかったです。

ると思います。そして、周りの方に「元気？」と声を
かけてお話を聞いてください。

◆水の事故が多い時期です。子どもは

免疫力をあげて、暑い時期を

水深 5 ㎝で溺れてしまう事もあります。

皆で乗り切りましょう。

支援中にプールや海などでの水遊びは

スクールバスを降りるとき先生に「とてもお兄さん

声で「みんなバイバイ！」と言ったら、発車したバス

た。H くんびっくりして

《問い合わせ・連絡先》

鎌倉市ファミリーサポートセンター

Ｔさんより Ｉくん（５才）

になってしっかりしているね！」と褒められ、大きな

の中から先生の大きな「バイバイ」の声が聞こえまし

やめましょう。
◆大雨や台風などお子さんや支援会員さん
の安全が心配される場合は、 会員同士
で早めに連絡を取り合い、依頼の中止も
含めて相談してください。その場合、
キャンセル料はかかりません。

新聞紙で色々なものを作って遊びました。人形用の

女の子」というキャラクターで会話をしながら.
習い事へ。ご機嫌な A ちゃんでした。

喜んでいました。
U さんより

今日は「昨日家族と船で日本に来たばかりの中国の

W さんより

H くん(５才)

A ちゃん(８才)

〒247-0071 鎌倉市玉縄 1-2-1 玉縄青少年会館 1 階
TEL： 0467-43-5401 ・ 0467-42-7415

◆転居等で登録内容に変更がある場合は、
早めにセンターへご連絡ください。

E-mail：famisapo@pluto.plala.or.jp
HP：http://business3.plala.or.jp/kfsc/

※毎月最終月曜日は休館日です

報告書はアドバイザーが１枚１枚確認のため
読んでいます。その 1 枚からお子さんの成長

「保育園から自宅に帰りました」とのみ支援の

や、支援会員さんの「遊びの工夫」や「寄り添

都度書かれているものも多く見受けられます。

う気持ち」を感じています。
鎌倉市ファミリーサポートセンターは、鎌倉市こどもみらい部こども相談課から委託事業を受けた
「NPO 法人

ふぁみりぃ」が運営しています。

支援によっては報告書を書く時間も限られ、

たとえそれだけでも「無事に帰宅できている
のだな…よかったよかった」と思えるものにな
いつもありがとう
ございます

っています。

複数のお子さんのお預かりの謝礼は？
平日 7 時～19 時

ファミサポの謝礼、高い？低い？

700 円

兄弟同時預かり２人目から半額

時間帯曜日によって 900 円

依頼・両方

くらいが妥当ではないかという意見がありました。講

子育て世代はお金がかかるので
経済的に少しでも高いときつい

低い
17%
安すぎて申し訳ない

アルバイトではなく、
ボランティアでもな
く、ちょうどよい金額

変えた方がよい

兄弟が増える度に謝礼が
増えたら依頼しづらい

責任は半分にならない

35%

時給と比較することは難しいかもしれませんが、お子
3 歳以上から２人目半額がよい

今のままでよい
71%

さんを安全に預かるという事は大変なことです。半数

今のままでよい
65%

近くの支援会員が低いと感じている現状を変えていか

今のままでよい
73%

助かっている

有償ボランティアという位置づけからすると、仕事の

1 対 1 とは違う
難しさがある

変えた方がよい
29%

習会を受ければ誰でも支援会員になって支援が出来る
高い
10%

やる気のある支援会員さんを
つなぎとめる値段にすべき

年齢が低い場合は
同額でもよい

依頼会員からも支援会員からも 900 円～1000 円

依頼・両方

支援・両方

なければ、ファミサポの存続が難しいかもしれません。

お願いしやすい金額

兄弟同時に支援をしたことがある支援会員は、負担を感じて

支援・両方

もっと高くなるとシッター等
と変わらないように思うので

いるというご意見が多く、依頼会員からもひとりが小さいと大変
なのではとの声もありました。ただ、どちらの会員からも依頼会

県の最低賃金を意識
してもよいのでは

この事業を継続するには
値上げも必要

高い
0%

有償ボランティアとし
ての意味合いで。民間
のベビーシッター制と
は相違があると思う

員の金銭的負担が増えたり、複数のお子さんは手がかかる存在と
いうようなことにはなって欲しくないとのご意見を頂きました。
それぞれの立場での負担感があると思います。センターとして

低い
48%

今のままでよい
52%

ボランティアといえども
命を預かるという責任が
あるのに低すぎる

依頼者の事を考えたら
今のままでよい

も、今すぐ謝礼の金額を変えるというわけではありません。安全
にお子さんを預かり、支援会員、依頼会員、お子さん皆が笑顔に
なるために、また支援をして下さる方がひとりでも増えるにはど

鎌倉市ファミリーサポートセンターに関する
アンケートより（令和 2 年 11 月 5 日～30 日実施）
通信にはほんの一部のご意見しか載せられません。
皆さんから頂いた沢山のご意見などアンケートの詳細
は HP に掲載していますので是非ご覧ください。
アンケート結果の冊子が欲しい方は、センターまで
ご連絡ください。

うしたら良いのか皆さんのご意見を踏まえ考えていきたいと思い
ます。

支援会員登録講習会 新たな講師を
ご紹介します
小泉裕子さん

乳幼児救命講習会 報告

講義内容「保育の心」
鎌倉女子大学短期大学部

学部長

令和 3 年 3 月 27 日（土）玉縄青少年会館にて、神奈川県ファミリーサポートセンター事業アドバイザー
研修でも講師をされた≪Office On≫ の彦坂康朗氏に来ていただき、人工呼吸・心臓マッサージの実習や、

「保育の心」とは何でしょう？ファミサポの支援は、子どもを養護して教育する「保育」をするのではなく
「子育てのお手伝いをする」ことです。その観点から「保育の心」を捉え、ファミサポの支援として保護者と
子どもに何が出来るかを一緒に考えていきます。育児に悩むお母さんの実例から、お母さんと子どもの気持
ちを読み取る演習を行い、子どもの心情を理解するためのスキルを学びます。
支援会員が活動する上で出来る具体的なポイントや、活動報告書の記入のポイントも教わります。

子どもの事故・病気の現状と事故防止についてお話をしていただきました。

～受講者の皆様からのお声～
〇知らなかったことが多くあり、とても参考になりました。
〇繰り返し行うことで、より動きを体に染みこませることができると
思うのでまた参加したいです。

受講者の皆様からのお声
・責任はあるけれど「保育ではない」の言葉にホッとしています。寄り添えればと思います。

厚生労働省の通知により支援会員・両方会員は救命講習の

・声掛けの仕方で心の向きは変わると思うので、生きる事が楽しいと思えるような声掛けや寄り添いをしたいです。

受講が必修となりました。少なくとも５年に一度は受講を

・日々我が子と過ごす中でも、改めて見つめ直そうと思える内容でよかったです。

お願いします。

会員さんのスキルアップのための再受講も受け付けています。

