
〒644-0002 和歌山県御坊市薗226御坊小学校北校舎１階
Tel. 0738- 20-9012
Fax.0738- 20-9013
メール gsora@comdesign-npo.com
ホームページ http://www.kii-kodomo.jp/cnts2/gsora/

　　　　　フェイスブック「御坊市ファミサポ」で検索
開所時間 /月〜金曜9：00 -17：00 
　　　　　 土曜10：00 -15：00
　　　　　（日・祝、年末年始を除く）

御坊市 ファミリー・サポート・センター 「そらまめサポート」

御坊 市 ファミリー・サポート・センター 

そらカフェ

＊発行元：御坊市ファミリー・サポート・センター　＊デザイン：RanaTura.上田 有規子 ＊写真撮影：磯 秀樹 そらまめサポートは、地域のみなさんと一緒に地域の子育てを応援します。お問い合わせ先はこちら…0738-20-9012

支援料について 「そらまめちゃん」

基本(元気な時の子ども）預かり　 　 　６００円
病児・病後児預かり 　　　　　　　　８００円

基本時間帯（8:00～20:00）１時間あたりの料金

＊いずれも、詳細につきましては、そらまめサポートにお問い合わせください。

利用料の半額補助され、上限 6万円（年間）までです。
ひとり親家庭等補助制度あります。

元気な時の預かりです。
利用料金 / 1時間当たり 　　　　６００円
　　　　　（ファミサポの基本預かりと同じ）
場所/そらまめサポート保育ルーム
　　　（御坊市薗226 御坊小学校北校舎1階）
日時/ 平日  9：30～16：30 土曜  10：30～14：30

2021年3月発行

7
会員数 ● 利用会員…323名　●スタッフ会員… 91名　　● 両方会員…19名　● 合計…433名　（2021年3月15日現在）

退職者の挨拶
この度、退職させて頂く事になりました。開所当初から皆様と共に歩んでこれ
た事に感謝の気持ちで一杯です。皆様との出会いは私の宝物です。
３年半本当にありがとうございました。 吉田 和代
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初オンラインによる会員向けイベント開催！！　

城先生のほっこり絵本コラム

ホームページ リニューアル のおしらせ

初オンラインによる会員向けイベント開催！！

センターからのお知らせ　

城先生のほっこり絵本コラム

ホームページ リニューアル のご案 内
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コロナだからこそできた初のオンライン講座。新し
いことにチャレンジできて自己満足。我が家のおも
ちゃ事情も見直すきっかけになりました。（Ｎ）

出張プレそらちゃんのご案内

新HP・Facebookのご案内

ひとり親補助受取に関するお知らせ　そらまめサポートでは、ひとり親家庭等の皆さまのご利用へのサポート
として、利用料金の半額補助制度を取り入れております。令和3年1月より、補助金の受取り方法を【偶数月の口
座振込（振込手数料は支払者負担)】に変更させていただきます。
申請は、これまで通り月単位で、毎月または複数月分をまとめて翌月の10日迄に申請ください。
ファミサポ保障保険に関するお知らせ　そらまめサポートでは、傷害保険に一括加入しています。加えて令和
3年度からより安心して活動が行えるよう「移動サービス専用自動車保険」に加入します。
これまで通り会員の皆さまの費用負担はありません。

ホームページがリニューアルしました。
御坊市ファミリーサポート・センターのページはイメージカラー
のオレンジ色でやわらかいイメージに仕上がっています。
講座のご案内やイベントのお知らせなど随時アップしております。
ぜひ一度ご覧ください。
Facebookも引き続きよろしくお願いいたします。
いいね！に登録して頂くと、随時新しい情報がご覧頂けます。

これまではそらまめ保育ルームでのみ行っていたプレそらまめちゃんを出張受付会場で行うことになりました。
お住まいのお近くでご利用できます。
通常1時間600円のところ2時間無料でご利用いただけます。
そらまめちゃんの体験版です。スタッフ会員さんによる1対1のお預かりです。
この機会にお預けデビューしてみませんか？はじめてのご家族さま限定です。

第2•4金曜日/10：00～15：00
場所：日高町保健福祉総合センタープレイルーム

日高町第1•3金曜日/10：00～15：00
場所：日高川町保健センター

日高川町

ぜひ体
験してく

ださい
ね。

日高川町・日高町にお住まいの方•はじめてのご家族さま限定

御坊市ファミサポ
で検索～

1.

2.

編集後記



このような講座があればまた参加したい。
私自身もファミサポサポート中に事故があったので、とても勉強になった。
本日は興味深い講座を受けさせていただいてありがとうございました。 

2月17日（水）13:00～15:00
第2回

「子どもの笑顔と安全を守るために」
～ファミサポにおけるリスク管理を理解する～
講師：金川 めぐみ氏

場所：御坊市中央公民館３階
参加者：7名

正しい姿勢の保持が身体面や情緒面に影響があることが分かった。
自身や子どもの姿勢に意識を向ける良いきっかけになった。
環境整備の必要性もよく分かった。

8月27日（木）13:30～15:30
第1回

「子どもの特性とサポート方法」
講師：尾藤 祥子 氏

場所：御坊市中央公民館3階
参加者：20名

2020年度 子育て応援講座 報告•2021年度 案内

子 育 て 応 援 講 座

「そらまめサポート」 レポート 会員向けイベントレポート 初オンライン（Ｚｏｏｍ）講座

城先生の絵本コラム

財部会館、中央公民館、
御坊市福祉センター

①11月20日（金）
③12月1日（火）
⑤12月15日（火）

②11月25日（水）
④12月12日 (土)
⑥12月19日（土）

秋
日時 :

場所：

参加人数：のべ98名

子育て応援連続講座報告

日時：①6月17日（木）②6月26日（土）
　　　③6月29日（火）④７月9日（金）
　　　⑤７月15日（木）⑥7月21日（水）
場所：日高川町農業環境改善センター2階予定　
定員：20名　　参加費：無料

一時保育あり：無料・予約制・定員あり
＊詳細はお問合せ下さい。

子育て応援連続講座予定

利用会員

スタッフ会員

両方会員

合計

御坊市
156
31
9

196

日高川町
52
14
1

67

日高町
71
24
5

100

その他
44
22
4

70

会員数 2021年3月15日現在

御坊市 　　  826件（内：病児、急な依頼・14件）
日高川町　　 290件（内：病児、急な依頼・0件）
日高町　 　267件（内：病児、急な依頼・12件）
その他 　　  　25件（内：病児、急な依頼・0件）

＊合 計 　 1408件（内：病児、急な依頼・26件）

Ｈ30年4月1日～
　 H31年2月28日現在サポート件数

合 計
323

91
19

433

433人
みんなで

子どもがいると〝 物が増える〟〝 片付かない 〟のお悩みに応えるべく、整理収納アド
バイザー三宅春香氏をお招きし「できる仕組みを作ろう！～おもちゃのお片付け～」
をテーマに、初のオンライン講座を開催いたしました。
参加者の皆様は、ご自宅からパソコンやスマートフォンでご参加くださりました。
初めての試みで私たちもドキドキわくわくしておりましたが、三宅さんの明るく柔ら
かいお話口調に皆様もうなずきながらまた終始、和やかな雰囲気でした。
お子様と一緒にご参加くださった皆様、「横で遊ばせながら」「DVDつけながら」「寝
かしつけながら」「友達同士遊ばせながら」「画面にお顔を出してくれながら」など
工夫をしていただきありがとうございました。
　

絵本には無駄な言葉が一切入ってなくて、子ども達は言葉と絵を
見聞きし想像を膨らませながら絵本の世界にどっぷりひたります。
テレビやゲーム等が出回っている現在ですが、絵本は読み手（保護
者又は先生又はスタッフさん）と子どもとの最高のコミュニケーシ
ョンの道具です。
１対１で子どもはとても安心します。お膝の上で「あなたと私の特
別な時間よ」と読むのもいいですね。

日時：

「できる仕組みを作ろう！」～おもちゃのお片付け～
2月18日(木)10:00～ 11:00（リモート参加）

こんな感じで講座していました

講 師：La La Coquelicot 
　　 三宅　春香 氏

かこ さとし 作•絵 / 偕成社
「からすのパンやさん」

からすの家族がパンを作るお
話。物づくりの楽しさが存分
に楽しめる１冊。色んなパン
が出てくるシーンでは「これ
食べたい！」と小さい子から
大きい子まで想像がふくらむ
楽しい絵本です。

なかの ひろたか 作•絵 / 福音館書店
「ぞうくんのさんぽ」

絵をじっくり味わいながら、
ゆっくり読んであげたい絵本
です。最後のお池の場面はみん
なが楽しみにしているシーン
です。少ないことばで絵を見て
いるだけでお話がわかり小さ
な子も楽しめるお話しです。

マーシャ・ブラウン 絵 / せた ていじ 訳 / 福音館書店
「三びきのやぎのがらがらどん」

ノルウェーの昔話。奇想天外の独特
の面白さが魅力。４・５歳児に大人
気です。絵に迫力があり、子どもの頭
の中でお話が動画のように展開して
いく、ワクワク感を味わえるお話し
です。

日高川町
で開催！

を開催しました。

スタッフ会員６名ご登録
いただきました！

①6月24日（水）10:30～11：30
②7月30日（木）10:30～11:30
③1月30日（土）14:00～14:45
④3月11日（木）11:30～12:30

オンラインで先生の声が聞き取りやすかった。
時間もちょうどよくてわかりやすかった。
家を片づけてスペースを作ろうと思いました。
子どもと一緒に決めると学んだので、早速「これ使ってる？」「最近いつ使った？」
と仕分けしました。
まだ子どもが小さいけれど、これからの参考になりました。
片づけてくれなくてイライラしていたが、場所を決めて片付けやすいスペースを
作る事が大切と学んだ。
資料が写真付きでとてもわかりやすかった。
もっと話が聞きたくなりました。

感 想
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みなさまも一度は
目にしたことのある絵本では

ないでしょうか。
３冊全てそらまめ保育ルーム

にも並んでいます。
少し時間を作ってほっこり

絵本タイム。
幸せな時間を楽しみませんか。

第1回
春

そ ら カ フェ

そらまめサポートは、地域のみなさんと一緒に地域の子育てを応援します。　利用入会は、常時受付けています。　　　　　　スタッフ会員は随時募集中です。　詳しくは、お問い合わせください。

主なサポートベスト5
2020年4月1日～2021年2月28日現在

147件

302件

197件

165件

487件487件

1.その他  
　（預かりのある送迎、
　 夜間の預かり、
　　その他の送迎)

3.未就園児の
　預かり

4.保育施設
　までの送迎 

5.保育園休日
　の預かり

場所：保育ルーム、御坊学童

参加人数：のべ22名

スタッフさんの交流の場として、今年度は4回開催しました。
内3回は城先生をお招きし、「預り中のヒヤリハット」
「おすすめ絵本」「年齢に応じた預り」などテーマを決めて
話し合いました。

NPO法人コムデザイン副理事・元公立保育園園長
城 皆 子 先 生

2.習い事の送迎

1.その他  
　（預かりのある送迎、
　 夜間の預かり、
　　その他の送迎)

302件

197件

165件


