
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…0736-60-4337

いわで・きのかわ ファミリー・サポート・センター 

会員数 ●利用会員…842名　●スタッフ会員…182名　　●両方会員…40名　●合計…1,074名　（R3.6月30日現在）
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~保育ルームにあたらしい木のおもちゃが仲間入り~

支援料について 「そらまめちゃん」

保育ルームの利用

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

基本時間帯（7:00～20:00）１時間あたりの料金

親子で、お友達同士でご利用ください
平日/ 9：30 ～17：00　土曜 /10：30～14：30 ＊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。（ファミサポの基本預かりと同じ）
利用料金 / 1時間当たり　　　　６００円

きしがわそらまめちゃん
場所/そらまめサポート保育ルーム（貴志川町神戸327-1 旧貴志川分庁舎3階）
平日/ 9：30 ～17：00　土曜 /10：30～14：30
あいあいそらまめちゃん
場所/岩出市総合保健福祉センター （岩出市金池92）
水・金曜 / 10：00～15：00

＊事前連絡要。利用無料。
飲食可能です。

●今回ご紹介した保育ルームの木のおもちゃでこどもたちは、大人には予想外の遊び方をしています。どんなふうにこ
どもたちが遊んでいるのかは、またFacebookでお知らせします(T)●機関紙の表紙モデル募集に多数お申込みいただ
き、ありがとうございました。今後撮影の機会がありましたら、ご案内しますので、ご協力よろしくお願いいたします。(I)

編集
後記

中貴志保育所

紀の川市
貴志川支所

130

大型スーパー

丸栖
貴
志
川

紀の川

病院

紀の川市立河南図書館
（おりひめ）

紀の川市立河南図書館
（おりひめ）

至海南市

至24号線至岩出市

ドラッグストア

424

貴志川町北

市場

13

10

井阪橋岩出橋

貴志川
支所前

そらまめ
サポート
事務所
（河南
図書館
おりひめ
　3F )

中貴志
保育所

13

大型
スーパー

外科
医院

貴志川
支所

10

〒640-0413 紀の川市貴志川町神戸327-1旧貴志川分庁舎3階
Tel.0736-60-4337 Fax.0736-60-4338
メール isora@comdesign-npo.com
ホームページ http://www.kii-kodomo.jp/cnts2/isora/
Facebook「いわで・きのかわファミサポ」で検索
開所時間/月〜金曜9：00-17：30
　　　 土曜10：00-15：00
　　　　（日・祝・夏季休暇・年末年始を除く）

いわで・きのかわ ファミリー・サポート・センター 「そらまめサポート」

毎週水•金曜日は、岩出市あいあいセンターでも入会受付をしています。
（時間10：00～15：00 祝・年末年始、下記日程を除く）
＊あいあいセンター休み/令和3年8月13日（金）、令和4年3月2日(水)、4日(金)
　(入会受付、あいあいそらまめちゃんはお休み)

子育て応援連続講座リポート「初のハイブリッド研修」「スタッフ体験談」

送迎サポートに朗報 ! 「移動サービス専用自動車保険」

岩出市・紀の川市で初の開催BPプログラム”赤ちゃんがきた“

保育ルームにあたらしい木のおもちゃが仲間入り

すずはちゃん（1才10ヶ月）
はじめはちょっと緊張ぎみで

したが、途中からはリラックス

していいお顔に。 

とってもかわいい甚平姿で

来てくれました。

保育ルームで
撮影したよ

職業訓練施設であるアルビスブラン学園で暮
らすこども・青年たちがプロに学びながら作 
る木製の動物たち。こどもたちに一番人気。

いろんな動物たち/アルビスブラン社(スイス)
ボタンを押すと軽くへこみ、レシートを回せばちりん
ちりんと鈴が鳴る。発想が斬新なこどもたちは、レシ
ートをトイレットペーパーに見立てて遊んだり。

木製レジスター/ドライブラッター社(ドイツ)
ラテン語で「耳」を意味するアウリス社のシ
ロフォン、やさしくて軽やかな音色はどこか
懐かしい。小学生にも人気のおもちゃ。

シロフォン12音/アウリス社(スウェーデン)

そらまめPHOTO
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ひとり親補助申請に関するお知らせ　申請は、翌月の10日までにお願いします。【偶数月の口座振込(振込手数料
は支払者負担)】になります。3月31日までの利用分の補助申請受付は、翌年度4月10日までの申請で締め切りま
す。サポート利用されている方でひとり親になられた方は、センターまでお知らせください。
送迎サポートの報告書提出に関するお願い　
スタッフ会員さまへ：「移動サービス専用自動車保険」加入にあたり、毎月の実働状況の確認をします。そのため、
お手数ですが、翌月5日までに報告書の提出をお願いします。
利用会員さまへ：スタッフ会員さまが報告書提出を円滑におこなえるよう、支援料は月末又は翌月初め、すみや
かにお支払いください。

1.

2.

木製のおもちゃは、あたたかみがあって感触がやさしく、長く使うと味わいも出てきます。たくさんの木のおもちゃで
楽しく遊べる場所になればと「そらまめサポート」では開設当時から、木のおもちゃをあれこれ揃えてきました。
今回、ご紹介したものをはじめ、これまで保育ルームになかったおもちゃが仲間入り。いろんな動物たちは、トラックに
乗ったり時にはフライパンに乗っていたりとこどもの豊かな感性が絶妙です。ぜひ、遊びに来て下さい。



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。

岩 出 市 ・ 紀 の 川 市 で 初 の 開 催
親子の絆づくりプログラム ‘‘赤ちゃんがきた! ‘‘

スタッフさんの体験談 ~ 実際のサポート活動を通して~
令和3年6月15日、子育て連続講座の最終日、おふたりのスタッフさんに体験談をお話しいただきました。
実際のサポートでの様子や感じたことなど10分程度お話しいただいた内容より抜粋してご紹介します。

今回の「子育て応援連続講座」では「そらまめサポート」初のハイブリ
ッド研修を実施しました。会場、講師、参加者をオンラインでつなぎ、
来場とオンラインどちらでも参加可能な研修スタイルです。
講師も参加者も、来場くださる方、オンラインで実施、参加くださる方
と多様でしたが、事前準備を何度か繰り返した成果もあり、何とか大
きな混乱なく実施させていただきました。
世界難となったコロナ禍の中、今後も必要な対策と受け止めておりま
す。皆様のご協力に感謝し、今後は研修以外にも取り入れてゆきたい
と思っております。

安居さま

昨年、連続講座を受けて、サポートを始めました。今、働く人が多くて、けれど保育園は
土日預かってもらえないし、急に熱が出て困っているお母さんがいらっしゃったりして、
ちょっとでも手助けになったらと思ったのがきっかけです。
私も孫の子守をしているんですが、そらまめを知ったのが最近で、もっと早く知ってい
たら、会社を休んで孫守をすることもなく、利用させてもらえたのかなと思っています。
今、4か月の赤ちゃんのサポートをさせてもらっています。泣くのはおむつの時とミルク
の時。大変なのが、眠たいとき。「ぎゃーーー」っと泣くんですね。私も長い事赤ちゃんが
そんな風に泣くのを見たことがなかったんで本当にどうしたもんかなぁと思いました。
抱っこして、とんとんして、音楽を聞かせたりして、やっとこさ寝たんで床におろそうと
すると感じるんですね、パッと目が覚めるんです。そんなんで、はじめは苦労しましたけ
れども、今では、慣れてきまして、とんとんの仕方とか布団へのおろし方とかを会得しま
した。経験で学んでいくんだと、実感しました。

2011年12月に講座を受講しましてその後翌年の2月にサポートをはじめました。
専業主婦でやってきて、こどもがちょっと手が離れてきたので働きたいけど、すぐ熱出
すしね、学校休まれたときに仕事どうしましょってなるし二の足ふんでましたが、この
サポートでしたら、自分の空いてる時間、隙間時間でお手伝いが出きて、自分の社会経
験を積むためのひとつのステップになるのかなって思いました。気を付けているのは、
行ったことのない場所への送迎です。初めての場所を言われたら、事前に時間のある
時に下見に行ったりします。
サポートを通じていろんな経験をさせてもらいました。こどもは、じっくりきいてあげ
たらいろんなお話をしてくれるし、こっちの用件も素直に聞いてくれるんだなっていう
のを体験しました。自分の子育ての時はいっぱいいっぱいで余裕がなく厳しくしてしま
いました。 他人のお子さんになりますと余裕もありましてね、「ああそうなの、ふうん」
と、聞くに徹していられるんですね。
今、孫が2歳になって「いやいやいやいや」言ってますので、そこは聞くに徹してあげれ
るというか、サポートでの経験が孫と接する中で役立っています。

佐々木さま

こどもがまだ小さく、お迎えや下校の時間が早いためオンラインは助
かりました。コロナ禍に限らず、今後もオンラインの選択肢があると
いいなと思います。

今回、初めてオンラインで受講しました。アプリのダウンロードも難し
くはなく、事前にオンラインのテストもあったので、当日は安心して参
加することが出来ました。

参加者の感想

岩 出 市 ・ 紀 の 川 市 で 初 の 開 催
親子の絆づくりプログラム ‘‘赤ちゃんがきた! ‘‘

送迎サポートに朗報!「移動サービス専用自動車保険」

サポート依頼のなかでも特に依頼が多いのが、保育園や塾への送り迎えと
いった「送迎サポート」。スタッフ会員さんの自家用車を使用してサポート
します。万一の事故の際、これまでのファミリー・サポート補償保険には賠
償責任保険の適応がなく、スタッフ会員さん個人の自賠責保障で対応し
ていただく状況でした。この度、『移動サービス専用自動車保険』が新設さ
れ、2021年5月より運用開始、賠償責任保険の適応も可能となりました。

『移動サービス専用自動車保険』って?これまでと何が変わるの?Q.1
送迎サポート時の事故の際、傷害保険だけでなく賠償責任保険も、『移動サービス専用自動車保険』で
対応可能です。

任意保険に加入しているけど、さらに加入することはできるの?（スタッフ会員）Q.3
個人ではなく、ファミリー・サポート・センターとして『移動サービス専用自動車保険』に加入するので、
問題ありません。

加入するために必要な準備物は?Q.2

Q.4

・書類提出はありません
・チャイルドシートのご用意をお願いします

・以下の書類の提出をお願いします
1.自動車検査証のコピー
2.ご自身で加入済の自動車保険証券のコピー
3.同意書(センターよりお渡しします)
4.免許証のコピー(任意)

もし事故を起こしてしまったら、どこに連絡すればいいの?（スタッフ会員）

「基本の事故対応＊」を終えたら、センターに連絡、その後ご自身の加入している任意保険会社にご連
絡をお願いします。休日などの関係でセンターとすぐに連絡が取れない場合は、基本の事故対応を行い、
その後、次のセンター開所時間にご連絡いただければ、問題なく保険適用されます。
＊「基本の事故対応」については別途資料をご参照ください。お持ちでない方はセンターまでお問い合わせください。

チャイルドシートを使用しないと、保険適用できません。
ご協力よろしくお願いします。

利用会員利用会員スタッフ会員スタッフ会員

新設自動車保険Q&A (5月から運用)

きちんと装着できているかしっかり確認!

赤ちゃんがきた ! BPプログラムとは…
0歳児を初めて子育てしているお母さん向けプログラム。赤ちゃんと一緒にご参加ください。 
安心できる雰囲気の中で、楽しみや不安、迷いなど聞きたいことを話し合いながら、
これからの子育てに必要な知識をみんなで学びます。 参加ママたちの声

対象 :第一子(令和3年4月7日生まれ～7月7日生まれ)とその母親 
日時 :令和3年9月7日・14日・21日・28日(火) 10:00～12:00 
会場 :そらまめサポート保育ルーム(紀の川市貴志川町神戸327-1河南図書館3階)

お申込み・お問い合わせは、そらまめサポートまで

令和3年度第1回子育て応援連続講座リポート(5月、6月実施)

初のハイブリッド研修 ( オンラインと来場 )実施

•ママ友をつくる機会になり子育てに自信が持てるようになった。
•育児は思っていたよりも、とっても新しいと感じるようになりました。
•笑顔でこどもと接することが出来るようになりました。


