ふれあい子育てサポートセンター

タック通信

2018 年 夏号

のびのび通信
暑さも日々増していき本格的な夏の訪れを感じるこの頃で
暑さも日々増していき本格的な夏の訪れ を感じるこの頃で
す。皆様には日ごろからファミリーサポート事業にご理解、
す。皆様には日ごろからファミリーサポート事業にご理解、
ご協力いただきありがとうございます。
ファミリーサポートは『子育ての相互援助活動』であり、
ファミリーサポートは『子育ての相互援助活動』であり、地
あり、地
域で子ども達を育てていこうという活動です。お子さんを通
して知り合い、楽しく地域で過ごしていくそんな素敵な関係
して知り合い、楽しく地域で過ごしていくそんな素敵な関係
を育てていければと願っております。

夏休みのお知らせ
８月 13 日（月）～
日（月）～8
）～8 月 16 日（木）は、
日（木）は、サポ
）は、サポートセンター
サポートセンター
は夏休みとなります。この間は、留守番電話での対応となり
ますので、ご了承ください。17
ますので、ご了承ください。17 日（金）
日（金）以降にご連絡させ
ていただきます。
★☆センターからの報告☆★
会員区分

利用会員
子育てヘルパー会員
両方会員
計

登録数

351 名
200 名
7名
558 名

中原区

339 名
200 名
7名
546 名

他区

12 名
0名
0名
12 名

※川崎市役所で
川崎市役所で 30 年度第 1 回目ヘルパー研修が行われ、
回目ヘルパー研修が行われ、
2 名の新規ヘルパーさんが登録されました。これからの
名の新規ヘルパーさんが登録されました。これからの
サポート活動よろしくお願いいたします。
サポート活動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。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
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 30 年 8 月 27 日(月)
13 時 15 分～17
分～17 時 00 分（受付 13 時～）
中原市民館第 4 会議室（中原区新丸子東
（中原区新丸子東 3-11001100-12）
2 日目：平成 30 年 9 月 4 日（火）
日（火）
9 時 20 分～17
分～17 時（受付 9 時～）
高津区役所 ５階第
５階第 1 会議室
★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
更新月が近い利用会員さんにはハガキ・メール（メーリングリスト登録者）に
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
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＋会員名》でお願いします。
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。
例：会員番号Ｎ999
例：会員番号Ｎ999 中原たつくさん→《Ｎ999
中原たつくさん→《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、ご協力お願い致します。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
たしま

ようこ

特定非営利活動法人ワーカーズコープ代表理事 田嶋 羊子

※代表理事が変わりますので 8 月以降に振込される場合はセンターまでご連絡下さい。

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

災害への備えについて
地震発生の報道があるたびに改めて災害の怖さや、
地震発生の報道があるたびに改めて災害の怖さや、日々の備えの大切さを実感
します。防災の対策は十分にされていますでしょうか？地震発生後ライフライ
ンはストップします。普段生活する中で必要なものはそれぞれに違うかと思い
普段生活する中で必要なものはそれぞれに違うかと思い
ますが、ライフラインがつながるまでの
ますが、ライフラインがつながるまでの最低
ライフラインがつながるまでの最低 3 日できれば 7 日間分の物資な
日間分の物資な
どをご家族で日ごろからよく話し合い、
どをご家族で日ごろからよく話し合い、備蓄することをお勧めいたします。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
災害時には携帯電話も繋がらな
災害時には携帯電話も繋がらなくなってしまいます。
繋がらなくなってしまいます。安否確認が取れないとと
安否確認が取れないとと
ても不安になります。災害伝言用伝言板・伝言ダイヤル『
ても不安になります。災害伝言用伝言板・伝言ダイヤル『171
災害伝言用伝言板・伝言ダイヤル『171』の使い方も
171』の使い方も
覚えておくとよいでしょう。
覚えておくとよいでしょう。

川崎市防災情報ポータルサイト
パソコン用 URL
http://portal.kikikanri.city.kawasaki.jp/
http://portal.kikikanri.city.kawasaki.jp/
携帯電話用 URL
http://portal.kikikanri.city.kawasaki.jp/m/

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
初めての事前打合せの際、避難
初めての事前打合せの際、避難場所を決めていると思いますが、
避難場所を決めていると思いますが、でき
場所を決めていると思いますが、できれば
できれば『
れば『○
○小学校・
○小学校・鉄棒横』
鉄棒横』というように具体的
というように具体的に待ちあわせの場所を決めておくこと
をお勧めします。このように日頃から心掛けておくことが
をお勧めします。このように日頃から心掛けておくことがたくさ
このように日頃から心掛けておくことがたくさんあります。
たくさんあります。
ご家族とのお話合いや地域・近所の人たちと交流を深めどう行動し助け合うか
事前に話し合う事が災害時に役立ちます｡
事前に話し合う事が災害時に役立ちます｡
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ヘルパー会員さん親睦会の報告

日頃サポート活動に携わっていただいているヘルパーさんを対象に、
7 月 5 日 宝珍楼 向河原店にて、親睦会を行いました。
向河原店にて、親睦会を行いました。16
親睦会を行いました。16 名の
ヘルパー会員さんが参加され、日頃の活動の様子や安全情報・改善
ヘルパー会員さんが参加され、日頃の活動の様子や安全情報・改善
案などこれからのよりよいサポー
案などこれからのよりよいサポートを行うための
これからのよりよいサポートを行うための情報や意見交換な
トを行うための情報や意見交換な
ど会食をしながら話し合いました。今後のサポート活動に活かせて
いけたらと思っております。

～・～ヒヤリハット予防～・～
活動中は手をつなごう！
道を歩いていたら友達を見つけて急
走りだしてしまっ
しまった。こんなことは
に走りだして
しまっ
た。こんなことは
ありませんか？移動中はお子さまと
手をつなぎましょう。急な飛び出しを
防ぐには、手をつなぐのが一番です。
保護者の方
保護者の
方からもヘルパー会員さん
と手をつなぐよう繰り返し伝えて
と手をつなぐよう繰り返し伝え
て
いただければと思います。

ヘルパー会員の皆さまお忙しい
い中
ヘルパー会員の皆さまお忙し
ありがとうございました♪

ヘルパー会員さんは日頃から
ヘルパー会員さんは 日頃からお子様の大切
日頃から お子様の大切
な命を預かっているという意識を持って活
動をしていただいて
おります。
安全対策に
動をしていただい
ております
。安全対策
につ
いては、
いて
は、なるべくたくさんのヒヤリハットを
さんで共有
で共有する事が重大事故を防
する事が重大事故を防ぐこと
皆 さん
で共有
する事が重大事故を防
ぐこと
に繋がると思います。
これからも親睦会など
に繋が
ると思います。これからも
親睦会など
の場で情報の共有をしていきたいと思って
の場で
情報の共有をしていきたいと思って
おります。

