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日ごとに春めいてまいりましたが、会員の皆様いかがお過ご
しでしょうか？子育てサポートセンタータックは、
しでしょうか？子育てサポートセンタータックは、今年度で
6 年目を迎えます。会員の皆様のご協力とご支援に感謝して
年目を迎えます。会員の皆様のご協力とご支援に感謝して
おります。これからも子育て支援の輪を
おります。これからも子育て支援の輪を、
これからも子育て支援の輪を、広げていけるよう
スタッフ一同頑張っていきたいと思いますので
スタッフ一同頑張っていきたいと思いますので、
と思いますので、よろしくお
願いいたします。

29 年度 地域リーダーさんのご紹介
子育てサポート新規活動にあたり、利用会員さんとヘルパー会員さ
子育てサポート新規活動にあたり、利用会員さんとヘルパー会員さ
んの事前打合せに立ち合っていた
んの事前打合せに立ち合っていただいていている、
いただいていている、ヘルパー会員
だいていている、ヘルパー会員さ
ヘルパー会員さ
んのリーダーさんです。リーダー会議や親睦会などにも携わってい
んのリーダーさんです。リーダー会議や親睦会などにも携わってい
ただいています。昨年度に続き
ただいています。昨年度に続き 2 人のリーダーさんにお願いするこ
とになりました。どうぞよろしくお願いいたします。

外山美恵子さん・篠田敏美さん

新規顔合わせに立会いさせていただきます。
新規顔合わせに立会いさせていただきます。
みなさんのお力になれるようスタッフ共々
みなさんのお力になれるようスタッフ共々ご協力
スタッフ共々ご協力
させていただきます。
させていただきます。今年度もよろしくお願いいたします。
す。今年度もよろしくお願いいたします。

☆ヘルパーさん募集のお知らせ☆
【子育てをサポートしてくださる方を募集します】
サポートセンターでは利用会員さんが日々増え続けています。
サポートセンターでは利用会員さんが日々増え続けています。ご近所やお知り
合いの方でヘルパー会員さんや両方会員さんになっていただける方がいらっ
合いの方でヘルパー会員さんや両方会員さんになっていただける方がいらっ
しゃいましたら研修会がありますのでお声をかけてください。
しゃいましたら研修会がありますのでお声をかけてください。
1 日目：平成 29 年 6 月 1 日(木)
午後 13 時 20 分～16
分～16 時 40 分（受付 13 時 10 分～）
中原市民館第 3 会議室
2 日目：平成 29 年 6 月 8 日（木）
日（木）
午前 9 時 20 分～17
分～17 時 00 分
川崎市役所第
川崎市役所第 4 庁舎 2 階ホール（受付
階ホール（受付 9 時～）
時～）
★詳しくはサポートセンターまでお問合せ下さい★

会費更新のお知らせ
更新月が近い利用会員さんにはハガキ・メール（メーリングリ
更新月が近い利用会員さんにはハガキ・メール（メーリングリスト
さんにはハガキ・メール（メーリングリスト
登録者）にてお知らせいたします。更新月の
登録者）にてお知らせいたします。更新月の 20 日迄に下記の口座
に年会費 1200 円をお振込下さい。振込人名義は《会員番号＋会員
円をお振込下さい。振込人名義は《会員番号＋会員
名》でお願いします。
名》でお願いします。
例：会員番号Ｎ999
例：会員番号Ｎ999 中原たつく→《Ｎ999
中原たつく→《Ｎ999 ナカハラタツク》
ナカハラタツク》
同姓同名の会員様がいらっしゃいますので、名前の前に会員番号を
同姓同名の会員様がいらっしゃいますので、名前の前に会員番号を
入れてください。期日までに入金の確認ができない方は、退会の手
入れてください。期日までに入金の確認ができない方は、退会の手
続きを取らせていただきますのでご了承下さい。
尚、退会のご希望の方はセンターまでご連絡頂き、会員証をご返送
くださいますようお願いいたします。
【振込先】川崎信用金庫 宮内支店 普通口座 0279642
特定非営利活動法人ワーカーズコープ代表理事 藤田 徹

お問い合わせ
サポートセンタータック 月～金 午前 9 時～午後 5 時
ＴＥＬ 044044-948948-8915 ＦＡＸ 044044-740740-3970
メール ktfjtack@roukyou.gr.jp

活動にあたって安全への対応
お子さまを安全に
お子さまを安全に預かれるように、
安全に預かれるように、初めてのお預かりの前には必ずヘルパー会
初めてのお預かりの前には必ずヘルパー会
員さんと利用会員さんとの間で十分な
さんと利用会員さんとの間で十分な細かい
十分な細かい事前打合せを行
細かい事前打合せを行っておりますが、
事前打合せを行っておりますが、
お子様は毎日成長しています。
お子様は毎日成長しています。良い事も悪い事も昨日
良い事も悪い事も昨日できなかったことが今日
昨日できなかったことが今日
は出来るようになります。この成長を大切に見守りながら重大事故につながら
この成長を大切に見守りながら重大事故につながら
ないように十分に
ないように十分に注意をし
十分に注意をし、
注意をし、予防策を考えなければいけません。もう一度、
予防策を考えなければいけません。もう一度、援
もう一度、援
助活動を振り返り、
助活動を振り返り、再確認しながら活動をしていただきたいと思います。
再確認しながら活動をしていただきたいと思います。
転倒
●乳幼児は頭が大きく重くバランスを保つこ
とができないため小さな段差や敷居でもつま
づき転んでしまいます。視野も狭いため必ず
大人が手を添え支えることで転倒を防ぎまし
ょう。
●滑りやすいキッチン・浴室などの水回り。
スリッパ・裾の長いズボンも注意です。玄関
マット・ラグには滑り止めの対策をしましょ
う。
●テーブルやソファーなどには寝かせないよ
うにしましょう。

転落
●階段は転落しやすい場所です。上り下りの
際は、必ず手をつなぎ、一人で登らせないよ
際は、必ず手をつなぎ、一人で登らせないよ
うに大人が注意し、フェンスを置くなどの対
策を工夫しましょう。
誤飲
赤ちゃんは何でも口に入
れたがります。
タバコ・薬・電池・
硬貨など赤ちゃんのどに
硬貨など赤ちゃんのどに
通る大きさ直径３９㎜、
長さ５１㎜以内の物は手の届かない所に置き
ましょう。トイレットペーパーの芯（約
39mm）や、子どもが片手で握ることができ
39mm）や、子どもが片手で握ることができ
るサイズを、ひとつの基準にして、注意の目
で子どもの遊ぶものをチェックしてみましょ
で子どもの遊ぶものをチェックしてみましょ
う。命の危険もある窒息事故につながらない
よう、子どもの身辺からリスクになりうるこ
とは極力排除しておきたいものです。
とは極力排除しておきたいものです。

おぼれ
●子どもの頭は体の割に大きく
●子どもの頭は 体の割に大きく
重いため一度逆さに転倒すると
重い ため一度逆さに転倒すると
なかなか自分では起き上がれま
せん。転倒して水がたまっている
ところに顔が付くと危険です。顔
がつかるくらいの水位があれば
がつかるくらいの水位があれ ば
溺れてしまう事があります。浴槽
の残り湯は捨て浴室のドアは必
ず閉める。
ず閉める。水のたまるものは逆さ
まにしてたまらないようにする。
トイレの
便器も必ず
便器も必ず
閉めましょう。

SIDS(乳幼児突然死症候群
SIDS(乳幼児突然死症候群)
乳幼児突然死症候群)
● 事故や窒息ではなく乳児の
事故や窒息ではなく 乳児の睡
乳児の 睡
眠中に呼吸が止まり突然死亡す
眠中に 呼吸が止まり突然死亡す
る病気です。0 才～1
才～1 才くらいま
でに発症することが多いとされ
ています。SIDS
ています。SIDS お子様を守るた
めの注意点は？
●うつぶせ寝は避ける。
●喫煙をしない。
●出来るだけ母乳で育てる。
●暖めすぎない。
誰にでも起きうる病気として認
識し、注意点を守り予防しましょ
う。

センターからのお知らせとお願い

子育てファミリーサポートでは会員同士の信頼関係のもとに成り
子育てファミリーサポートでは会員同士の信頼関係の もとに成り
立つものであり、相互援助活動については、時間や決まり事を守り
立つものであり、相互援助活動については、時間や決まり事を守り
依頼された内容どおりに援助を行うこと、相互援助活動に知り得た
個人的な情報を漏らさないことなど信頼関係が保てるように活動
することをお願いしたいと思います
することをお願いしたいと思います。
いしたいと思います。

利用会員さんの皆さんへ
◎新年度がスタートしました。お子さんの入学や入園、また
◎新年度がスタートしました。お子さんの入学や入園、またお引越
スタートしました。お子さんの入学や入園、またお引越
しなどで登録されている内容に変更がありましたら、センターま
でご連絡ください。
◎ 依頼内容に変更があった場合は必ず
依頼内容に変更があった場合は 必ず利用会員さんから
必ず 利用会員さんからセンター
利用会員さんから センター
まで連絡をお願いいたします。活動に混乱を引き起こしトラブル
のもととなります。事前に打合せしていた内容とまったく違うサ
ポートは保
ポートは 保 険が適用されない場合もありますの
険が 適用されない場合もありますので気をつけてく
適用されない場合もありますの で気をつけてく
ださい。
◎活動の精算は当日お支払いが原則ですが、まとめてお支払いの場
活動の精算は当日お支払いが原則ですが、まとめてお支払いの場
合は必ず月末までには済ませてください。
合は必ず月末までには済ませてください。

ヘルパー会員のみなさまへ
◎毎月の活動報告書は翌月 10 日までに提出してください。毎月活
動状況をまとめ川崎市へ報告しておりますので、ご協力よろしく
お願いいたします。遅れる時には電話や
お願いいたします。遅れる時には電話や FAX で報告していただ
き後日原本を提出してください。
◎お仕事を始められるなど、支援できる時間帯や曜日で登録内容に
変更があったときは、センターまで連絡して下さい。

ご不明の点はセンターまでご相談ください
ご不明の点はセンターまでご相談ください

