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お正月はいかがお過ごしでしたか？会員の皆さまには、旧年
お正月はいかがお過ごしでしたか？会員の皆さまには、旧年
中よりサポート事業へのご理解とご協力を賜りまして、
中よりサポート事業へのご理解とご協力を賜りまして、あり
がとうございます。今後も安心して子育ての出来る環境づく
がとうございます。今後も安心して子育ての出来る環境づく
りを目指して、スタッフ一同頑張りたいと思います。
本年もよろしくお願いいたします。
この一年も皆さまにとって良い年でありますように・・・。

会員数
会員区分
利用会員

登録数
369 名

中原区

他区

358 名

※昨年、11 月 13 日に多摩
日に多摩区
多摩区役所で、
役所で、

11 名

ヘルパー研修が行われました。1
ヘルパー研修が行われました。1 名の
ヘルパー会員

208 名

208 名

0名

新規ヘルパーさんが登録されました。
両方会員

6名

6名

0名

これからの
これからのサポート活動よ
サポート活動よろしくお願
計

583 名

572 名

11 名

いいたします。

活動件数
1.
2.
3.
4.
5.

ベスト 5

保育所・幼稚園のお迎え及び帰宅後の預かり
子どもの習い事等の援助
学童保育のお迎え帰宅後の預かり
保育所・幼稚園の登園前の預かり及び送り
保護者外出の場合の援助

☆ヘルパーさん募集のお知らせ☆
☆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 2 年 2 月 6 日（木）
午後 13 時 05 分～16
分～16 時 30 分（受付 13 時～）
福祉パル中原
福祉パル中原 １階会議
１階会議室
会議室（中原区今井
中原区今井上
今井上町 1-34）
2 日目：令和
日目：令和 2 年 2 月 14 日（金
日（金）
午前 9 時 20 分～17
分～17 時
中原区役所
中原区役所 ５階 501 会議室（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★
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
更新月が近い利用会員さんにはハ
い利用会員さんにはハガキ・メー
さんにはハガキ・メール（メーリングリスト
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＋会員名》
振込人名義は《会員番号＋会員名》でお願いします。
《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、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
尚、退会のご希望の方はセン
のご希望の方はセンターまでご連絡頂き、会員証
の方はセンターまでご連絡頂き、会員証をご返送
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
くださいますようお願いいたします。
願いいたします。
【振込先】川崎信用金庫
先】川崎信用金庫 宮内支店 普通口座 0279642
た し ま
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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 ktfjta
ktfjtack@roukyou.gr.jp
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重要

年度末の活動報告書提出について

年度末を迎える 3 月末は、その年度の活動件数を集計
月末は、その年度の活動件数を集計します
の年度の活動件数を集計しますで
しますで
期日までのご提出にご
期日までのご提出にごくださいま
までのご提出にごくださいます
くださいますようお願いいたします。
ようお願いいたします。
3 月の援助活動報告書は、令和
月の援助活動報告書は、令和 2 年 4 月 10 日（金
日（金）
までに必ずご提出をお願いしま
までに必ずご提出をお願いします。
提出をお願いします。
また、令和
また、令和 1 年度のもので、未提出のものがある場
年度のもので、未提出のものがある場
合も、すみやかに
も、すみやかに（
すみやかに（4 月 10 日厳守）
日厳守）ご提出をお願
いいたし
いいたしま
たします。
～ * ～* ～* ～* ～* ～ * ～* ～* ～* ～* ～ * ～* ～* ～* ～* ～ * ～* ～* ～* ～*

インフルエンザ・ノロウイルスによる
感染症・食中毒を防ぎましょう！！
インフルエンザ・ノロウイルスの季節がやってきました！！
何といっても一番の予防は手
何といっても一番の予防は手洗い・うがいです！！
いっても一番の予防は手洗い・うがいです！！
外から帰ってきたら必ず手洗い・うがいを心掛けましょう！！
外から帰ってきたら必ず手洗い・うがいを心掛けましょう！！
お預かりしているお子さまにも習慣
お預かりしているお子さまにも習慣づ
習慣づけてあげましょう！！

万が一、
万が一、会員本人またはお子さんを含むご家族の方に風邪の症状または
会員本人またはお子さんを含むご家族の方に風邪の症状または
感染症の疑いがある場合には、速やかに医師の診断を受け、診断を受け
感染症の疑いがある場合には、速やかに医師の診断を受け、診断を受け
た場合は完治す
た場合は完治する
完治するまで活動・利用を自粛してください。なお風邪の症状
まで活動・利用を自粛してください。なお風邪の症状
でもお子さんの体調をよく見てあげて、お母様の判断で利用を自粛する
でもお子さんの体調をよく見てあげて、お母様の判断で利用を自粛する
ことも必要です。そのまま活動・利用を続けて相手方に感染してしまう
ことも必要です。そのまま活動・利用を続けて相手方に感染してしまう
と迷惑をかけてしまい、信頼を損ねることにもなりか
と迷惑をかけてしまい、信頼を損ねることにもなりかねません。
まい、信頼を損ねることにもなりかねません。

全会員の皆さまご理解・ご協力をお願いいたします。
全会員の皆さまご理解・ご協力をお願いいたします。

ヘルパー
ヘルパー会員さ
会員さん親睦会の
親睦会の報告

昨年、12
昨年、12 月 25 日(水)にパル中原にて、ヘルパー会員さんの親睦会
行いました。日ごろの活動の様子やこれからのより良い
行いました。日ごろの活動の様子やこれからのより良いサポート
れからのより良いサポートを
サポートを
行う為の意見交換やヘルパー会員さん同士の親睦をかね
行う為の意見交換やヘルパー会員さん同士の親睦をかね、
見交換やヘルパー会員さん同士の親睦をかね、今回も
今回もし
め縄を一緒に作りなが
を一緒に作りながら和気あいあいと楽しくすすめさせていただ
きました。14
きました。14 名のヘルパー会員さんが参加され、日ごろのサポート
名のヘルパー会員さんが参加され、日ごろのサポート
のご報告や、改善点などを話し
のご報告や、改善点などを話しました。

今後もより良いサポート活動の為に意見交換の場として親睦会を
今後もより良いサポート活動の為に意見交換の場として親睦会を行
して親睦会を行
っていきたいと思います。

