ふれあい子育てサポートセンター

タック通信

2019 年 夏号

のびのび通信
真っ黒に日焼した子供たちとすれ違うことが多くなりまし
た。本格的な夏の始まりですね。会員の皆さまはいかがお過
ごしでしょうか？
ファミリーサポートでは、利用会員さんとヘルパー会員さん
の信頼関係の絆のもと地域の支え合いを基本とする事業運
営が実施されております。サポートセンタータックではより
一層の充実に取り組んでまいりますので、今後ともご理解と
ご協力をお願いいたします。
暑さに負けないように体調管理をしてください。

夏休みのお知らせ
８月 13 日（火）～8
日（火）～8 月 16 日（金）は、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。19
なりますので、ご了承ください。19 日（月）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

381 名
207 名
6名
594 名

中原区

370 名
207 名
6名
583 名

(R1.7.9 現在)
現在)

他区

11 名
0名
0名
11 名

※川崎市役所で 31 年度 第 1 回目ヘルパー研修が行われま
回目ヘルパー研修が行われま
した。5
した。5 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。

☆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
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：令和
日目：令和 元年 9 月 5 日（木）
午後 13 時 10 分～16
分～16 時 30 分（受付 13 時 05 分～）
パル中原 1F 会議室（中原区今井上町 1-34 和田ビル）
2 日目：令和
日目：令和 元年 9 月 13 日（金）
日（金）
午前 9 時 20 分～17
分～17 時 00 分
高津区役所
高津区役所

（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（メーリングリスト
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
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
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
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

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

ヘルパー会員さん日々の活動より

一月ぶりのお預かりでしたが嫌がるこ
となく公園で元気いっぱい遊びました。
わにの遊具をお散歩させて公園の中を

保育園のともだちの話や 1 日あった事
をよく話してくれます。お絵かきブーム
です。

一緒に走りアスレチックにも持ってい
こうとするのでダメな事をお話をする
と嫌だと不満そうでした。いやいや期ですね。

保育園にお迎えに
保育園にお迎え に 行くと起きて待って
行くと 起きて待って
時々寝ているとき((沢山遊び疲れた
いる。時々寝ているとき
とき))があるがぐずることなく起き
があるがぐずることなく起きてき
とき
てき
ます。塾に行く途中○○くんはあまりお
話ししませんが、私の話はよく聞いてヘ
話ししませんが、私の話
はよく聞いてヘ
ルパーと心打ち解けている感がします。
ルパーと心打ち解けている感がします。

一緒に保育園へ行くことにすぐ慣れてく
一緒に保育園へ行く ことにすぐ慣れてく
朝の用意も自分でやって
れて嬉しいです。朝の
用意も自分でやって
います。

「ブロックで町を作ろう！」
「折り紙でお

星さま作りたい」と可愛い笑顔でリクエス
トしてくれる○○ちゃん♪

おかいものごっこなど、ごっこ遊びも楽し
める様になってますます成長を感じます
める様になってますます成長を感じます
ね♡

少しづつ教室にも慣れてきて笑顔も見られ
少しづつ教室にも慣れてきて笑顔も見られ
るようになってきました。○○ちゃんマイ
ペースで自分なりに心をコントロールし
て、教室に入るときもヘルパーが必要な時
は手を離さず、少しついてあげると安心し
て別れることができました。

給食で気に入った献立の話などしてくださ
います♪
久しぶりにお会いしたら言葉がハッキリし
ていて驚きました。お店屋さんごっこなど
楽しみました。

ヘルパーのみなさんいつもありがとうござ
います。
日々の出来事やお子さまの様子を援助活動
報告書の備考欄にぜひご記入下さい♪♪

センターからのお知らせ・お願い
センターからのお知らせ・お願い
補償保険内容の改定のお知らせ
補償保険内容の改定のお知らせ
※平成 31 年度の補償保険内容が改定になりました。
年度の補償保険内容が改定になりました。（別紙資料）
お手持ちの「ふれあい子育てサポートセンタータック
お手持ちの「ふれあい子育てサポートセンタータック ご案内」
の中の『7.
の中の『7.補償保険の加入』の差し替えをお願いいたします。
7.補償保険の加入』の差し替えをお願いいたします。
ご不明の点はセンターまでご連絡ください
救命救急講習のお知らせ
ヘルパーさんには 3 年に 1 度必ず受講をお願いしております。
該当者には別紙で案内のお知らせをさせていただいておりますので
ご参加ください。又、利用者の方でも受講は可能ですので受講
ください。又、利用者の方でも受講は可能ですので受講希望
受講希望
の方はタックまでご連絡下さい。
（利用者はテキスト代 800 円がかかります）
日

時：令和 元年 10 月

場

所：パルなかはら

1 日（火
日（火）13 時～16 時

1F 会議室（中原区今井上町
（中原区今井上町 1-34 和田ビル）

台風などの悪天候
台風などの悪天候時
の悪天候時の援助についてのお願い
の援助についてのお願い
台風の上陸が心配されたり、天候が急変することもあります。悪天
候が予想される時は、
候が予想される時は、事前に会員同士お互いに連絡を取り合い、
事前に会員同士お互いに連絡を取り合い、安
全に援助活動を行うようにしましょう。
警報が発令された場合…基本的には、双方の安全の為、サポート活
動は自粛していただくようにお願いします。
（サポート内容にもよると思いますので、双方で相談してください）

注意報が出ている場合…ヘルパー会員さんは
注意報が出ている場合…ヘルパー会員さんは援助する場所の天候を
ヘルパー会員さんは援助する場所の天候を
見極め、利用会員さんに
見極め、利用会員さんに連
さんに連絡・報告・相談
をして、利用会員さん、ヘルパー会員さん
をして、利用会員さん、ヘルパー会員さん
の間で子どもを、
の間で子どもを、安全に援助する方法を話
し合って下さい。
連絡は確実に・・・
連絡は確実に・・・
●キャンセルの連絡をしたら相手からの返事をきちんと確認しましょう。
●留守番電話に残す場合は連絡先・名前を伝える事。
●電話がつながらないケースもあります。着信履歴があったら折り返しの
連絡をお願いいたします。

