
　１．　会員を紹介されたら連絡を取って、速やかに顔合わ
　　　　せをおこない、終了後センターへご連絡ください。
　２．　直接、会員同士で依頼予約をした場合、依頼日が

　 　　　　決まりましたら、早めにセンターへ電話連絡を入れて
　　　　ください。
　　　　連絡がない場合は、保険が適用されません。
　３．　キャンセルや依頼内容の変更がありましたら、必ず
　　　　相手方とセンターへご連絡ください。
　４．　センター閉所時は、留守番電話又はＦＡＸをご利用
　　　　ください。
　　　　※緊急の際は、児童センターへご連絡ください。
　５．　報酬及び実費は、援助活動終了後速やかに支払い
　　　　及び活動報告への確認印をお願いします。
　　　　なお、まとめて支払う場合は必ず月末までに済ませて
　　　　ください。
　６．　活動報告書は翌月の１０日までにセンターへ提出
　　　　してください。

　 　　　　期限厳守でお願いします。

　７．　引っ越しなどで住所や連絡先が変わった際は、必ず

　　　　センターへご連絡ください。転居先が不明で連絡が

         
　　　　　
　　　　　
　　　　　 .
　　　　　

　　　　

　　　　　　

　　　　　

　　　　

　

 

東児童センター 西児童センター

ふじみ野市児童センター案内図

　　　　　災害時の対応について
　受付時間 　１０：００～１８：００　　　※新規登録受付は１７：３０まで

　お休み
　土曜日・日曜日
　東児童センター休館日
　　第２水曜日・１２月２９日～１月３日

　火曜日を除く、平日及び土曜日・日曜日
　西児童センター休館日
　　第３水曜日・１２月２９日～１月３日

　開所日 　月曜日～金曜日 　毎週火曜日　　　　

　ファミリー・サポート・センター開所日時　　　　　　※管理運営上臨時休館する事があります
　　　　取れない場合は退会扱いとさせていただきます。

東児童センター 西児童センター

　　　ふじみ野市ファミリー・サポート・センターは
　　　　　　　　　子育てのお手伝いをしたい方（提供会員）と、子育ての手助けが欲しい方（依頼会員）が
　　　　　　　　お互いに会員になって、有償で育児に関する相互援助活動を行う組織です。

　　　　　　ファミサポ通信　
　　　　　　　　　ふじみ野市　ファミリー・サポート・センター　　（指定管理者：シダックス大新東ヒューマンサービス）

〒３５６‐００１１　ふじみ野市福岡１－２－５　フクトピア３階　(東児童センター内）
　　　　　　　　　　　　　TEL・FAX　０４９－２６２－１１３５　（ファミサポ直通）
　　　　　　　　　　　　　開所時間　月曜日～金曜日　１０：００～１８：００　　※新規登録受付は１７：３０まで

活動中の会員のみなさんへ
（センター事務局からのお願い）

　　　　　　　　　　　　　ホームページアドレス  http://hujiminojido.com/　（東児童センターHP）

 ４月からファミリー・サポート・センターがふじみ野市役所子育て支援課から 

東児童センターへ、大井支所から西児童センターへ移転となり、大井地区につきましては月１

回の開所から毎週火曜日の開所へと変わりました。 

今まで同様、子育て中の依頼会員の皆さんと、地域の子育ての一環を支えていただいている

提供会員の皆さんの橋渡しとなれるように、職員一同、心新たに努めてまいります。 

 児童センターは０歳から１８歳までの子ども達と保護者の方が利用できる施設です。子育て

支援拠点として平日の日中は乳幼児と保護者の皆さん、放課後は小中学生で賑わっています。

土・日曜日は、お子さんと一緒に利用されるお父さんが増えており、ふじみ野市の子育て支援

施設として市民の皆さんに親しんでいただいています。 

 ファミリー・サポート・センターが加わり、子育て中の皆さんにとって、より利用しやすい施設と

なっていくよう、ファミサポ職員、児童センター職員共に力を合わせてまいります。 

 

平成２９年 

   ６月発行 

ふじみ野市ファミリー・サポート・センター 

       （アドバイザー） 

依頼会員  

子育ての手助け

をしてほしい人 

提供会員 

子育てのお手伝

いをしたい人 

②援助 

 依頼 
③提供者         

を紹介 
⑦活動報告書 

 を提出 

⑥報酬などの支払い 

⑤援助活動 

④子どもと一緒に 

事前打合せ 

①依頼

申込み 

■月～金(7:00～19:00）    30分あたり350円 

 上記以外の時間       30分あたり400円 

■土･日･祝及び 

 年末年始（12/29～1/3）終日 30分あたり400円 

◎援助時間が30分に満たない場合でも30分あたりの 

     金額とみなします。(報酬の基準となる時間は、 

     提供会員が援助活動を開始し終了するまで） 

◎複数の子ども（兄弟姉妹）を一緒に預ける場合は、 

         2人目から報酬額が半額となります。 

会員の条件 

（１）依頼会員（子育ての手助けが必要な方） 

        生後3ヶ月から小学校修了までの子どもの保護者 

（２）提供会員(子育ての手助けが出来る方） 

       心身ともに健康で、子育てに意欲がある成人の方 

（３）両方会員 

         依頼会員、提供会員の両方を兼ねる方 
 
 

  会員の皆様に災害発生時の活動について 

 ご連絡及びお願いがございます。 

      災害が発生した際、ファミリー・サポート・セン 

 ターへの連絡が不通となる恐れがございます。 

 会員の皆様には、活動を行うにあたり事前打ち 

 合わせ時に確認した約束事(避難経路・避難場 

 所・連絡方法）を厳守し安全な活動を心がけて 

 下さい。 

  万一、活動中に災害が発生した場合は、事 

 態が収束するまで近くの安全な場所に避難す 

 るようお願いいたします。 

登録に必要なもの 

〇提供会員  本人の顔写真1枚 会員証に使用 

          （縦2.5cm×横2cm) 

〇依頼会員  本人の顔写真1枚 会員証に使用 

          （縦2.5cm×横2cm) 

          子どもの写真(顔が確認できれば 

           サイズ等は問いません） 

援助活動の流れ 

報酬 

2017年度    

〇会員希望の方は、入会申込書を提出し入会説明 

 を受けていただきます。※新規受付は17:30まで 

〇提供会員の方は、救命救急講座と基礎講座を 

 受講してください。 

〇入会と同時に補償保険に一括加入となります。    



 
 

           サイズ等は問いません） 



.
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その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

合　　　計

保護者等の冠婚葬祭による外出・他の子の学校行事の援助

保護者等の外出の場合の援助
保護者等の短時間・臨時的就労の場合の援助
保護者等の病気・その他急用の場合の援助

放課後児童クラブの送り

　２０１６年１０月２１日（金） 放課後児童クラブの迎え
放課後児童クラブ終了後の預かり

 講師：入間東部消防組合救急隊
子どもの習い事等の場合の援助
保護者等の求職活動中の援助

学童の登校前の預かり

講習会
学童の送り
学童の迎え
学校の放課後の預かり
放課後児童クラブ登校前の預かり

保育所・幼稚園の登園前の預かり
保育所・幼稚園の送り
保育所・幼稚園の迎え
保育所・幼稚園の帰宅後の預かり
保育所施設等施設入所前の援助
保育所・幼稚園・学校等の休みの援助

提供会員

　　※開催日や内容が変更になる場合があります。ご了承ください。
　　※クリスマス交流会は会場の都合により日程が１０日（日）から３日（日）へ変更となりました。　２０１６年９月９日（金）

 講師：山中　綾子先生 ２８年度活動状況（平成２８年４月１日～平成２９年３月末日）

内　　　　容

普通救命救急講座Ⅰ
（西児童センター）

３０年１月１７日（水）
９：００～１２：００　※予定

西児童センター
遊戯室

入間市東部消防組合救急隊
救命救急（心肺蘇生・ＡＥＤ他）

提供会員

交流会 基礎講座
（西児童センター）

３０年２月２１日（水）
９：５０～１２：００

西児童センター
子どもの健康、成長と遊び

※提供会員・両方会員については
１回は受講が必要となります

基礎講座
（東児童センター）

２９年１１月８日（水）
９：５０～１２：００

東児童センター
子どもの健康、成長と遊び

※提供会員・両方会員については
１回は受講が必要となります

提供会員

クリスマス交流会
２９年１２月３日（日）

午前
※１０日（日）から日程変更

フクトピア
交流プラザ

（予定）

会員交流を目的とした
クリスマス会

提供会員
依頼会員

提供会員交流会
２９年５月２９日（月）
１０：１５～１１：４５

フクトピア
交流プラザ

Ｂ会議室（２階）

２８年度活動報告
２９年度活動予定

提供会員情報交換・交流他
提供会員

普通救命救急講座Ⅰ
（東児童センター）

２９年７月１２日（水）
９：００～１２：００

東児童センター
遊戯室

入間市東部消防組合救急隊
救命救急（心肺蘇生・ＡＥＤ他）

提供会員

※今年度より西児童センターでも基礎講座と
普通救命救急講座Ⅰをおこないます 講師：保健センター保健師

 講師：子育て支援センター保育士 講座名 日　時 場　所 内　容 対　象

ふじみ野市ファミリー・サポート・センター
　　　　　２０１６年度　講座・交流会などの様子 茶話会

基礎講座
　２０１７年３月１３日（月）

　第１回・２０１６年７月１５日（金）

　第２回・２０１７年２月１３日（月）
✿平成２９年度・講習会等の予定✿　

 ☆内容☆ 

 ・子どもの健康について 

 ・乳幼児の成長 

  一緒にあそべる手遊び 

牛乳パックを 

使ったオモチャを 

作りました 

 ☆内容☆ 

小児の心肺蘇生法 

赤ちゃんの 
救急の方法が 

実際に確認できて 
良かったです。 

 ☆内容☆ 

 情報交換 他 

腰が痛かったのが和らぎ
ました！ 
これから習いたい～ 

他の提供者さんがどん
な活動をしているのか、
知りたかったので、
色々な話が聞けて良
かったです 

 
 

ふじみ野市ファミリー・サポート・セン

ターでは、子育てのお手伝いをしたい

提供会員を随時募集中です。 

 子育ての経験を活かしたい！ 

 空いた時間を有効に過ごしたい！ 

心身ともに健康で子育てに意欲のあ

る成人の方であれば、資格等は必要

ありません。 

アドバイザーが登録前の入会説明で

活動について詳しくお話しいたします。 

興味のある方は、是非お問い合わせ

ください。 

 

 ☆内容☆ 

 リラックス ヨガ 



 

 


