
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…876名　●スタッフ会員…189名　　●両方会員…44名　●合計…1,109名　（R4.2月28日現在）
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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。

●送迎サポートを利用中のご家庭にお話しを伺い、日々のサポートを支えてくださっているスタッフさんの温かい支援の気持ちとそ
  の存在の大きさをあらためて感じました。スタッフのみなさま、いつもありがとうございます。(I)
●特集「保育ルーム」の撮影にご協力くださったTさまファミリーのお子さんは元気な男の子がふたり。「おうち時間」だと、持て余し
　がちな子どものパワーの発散に「保育ルーム」 を上手く利用してくれています。まだの方は、ぜひ。(T)
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Tel.0736-60-4337 Fax.0736-60-4338
メール. isora@comdesign-npo.com

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・夏季休業・年末年始を除く)

公式「インスタグラム」
開設しました。

そらまめ知識

ファミサポは、小学校卒業(概ね12才)まで利用できます！

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）

検索して
ね～

いわできのかわ　ファミサポHP

サポートを利用している小学生のお子さまのいるご家庭に聞きました

Q1.サポートを受けて良かったこと、感じたことを教えてください。
子どもと関わってくれる大人が増えることで、子どもはいろんな人とコミュニケ
ーションを取ることができるようになりました。親や祖父母などの限られた人と
の関わりだったのが、サポートを受けることで子どもの世界を広げることができ
たように感じます。サポート後の報告書も丁寧で親の知らないところでこんなに
も成長していたのだなと感じることができました。　　　　　　　　　　　　

Q2.ファミサポ利用を検討中の方に向けて、メッセージをお願いします。
私にとってスタッフさんは、子どもの成長を一緒に支えていただけるありがたい存在です。スタッフ
さんの力を借りて子どものやりたいことをさせてあげられて本当に良かったと思っています。サポー
トをはじめる前には、スタッフさんとの面接もありますので、安心です。そらまめ事務所の方々も、
しっかりフォローしてくださるので、感謝しかないです。 　　　 (習い事への送迎サポート利用•Tさま)

たすくくん(小6)

いわで・きのかわファミサポ
の今をご紹介していきます。

FOLLOW ME!

(習い事への送迎サポート利用• Iさま)

送迎サポートを利用して
大好きなバスケを
頑張っています。
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会則改正のお知らせ　個人情報保護の観点に基づき、令和3年11月1日付で会則第7条の項目を追加しました。1.

2.

追
加
項
目

第7条3項 会員は退会に際し、別途定める個人情報保護の管理内容に従い、援助活動により知り得た会員情報の書面(連絡先用
　　　　　紙、連絡先など)を返還するものとする。また、携帯等のデータ消去もセンターの確認に基づき行うものとする。

サポートでの感染予防のお願い(スタッフ会員さま、利用会員さま共通の予防対策) 
●サポートの際は、検温、手洗い、マスクを着用しましょう。密を避け、換気しましょう。
●風邪のような症状がある時はサポートを控えてください。
●依頼やサポートに不安がある時は事務所までご相談ください。

ホームぺージ・書類一覧に公開致しますのでご確認いただけます。

親子で自由に遊べるひろば
そらまめサポートの保育ルーム

TOPIC

そらまめPHOTO

表情ゆたかで愛想よしの

むぎくんが、保育ルームでの

お預かり「そらまめちゃん」に

来てくれました。

「そらまめちゃん」は、小さい

お子さまのお預かりもOK。

むぎくん（1才4ヶ月）

そらまめサポートとは、「子どもを預かってほしい人（利用会員）」と「預かる人（スタッフ会員）」
が会員となって、子育てを地域で支え合う活動です。
「ひとりの子どもを育てるには村中の大人の知恵と力が必要」 (アフリカのことわざ)

わたしたちはこの言葉を心におき、子どもとその家庭にていねいな手助けができる力をもちたい
と願っています。



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。

親子で自由に遊べるひろば そらまめサポートの保育ルーム

城先生の絵本コラム
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。

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
いるだけでお話しがわかり小
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。
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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。

NPO法人コムデザイン副理事・元公立保育園園長
城 皆 子 氏

そらカフェスタッフ会員さま向けイベントも開催♬

スタッフ会員交流サロン
「そらカフェ」は、スタッフ会員さま同士、お茶を飲みながら情報共有
や、交流、息抜きをしていただく場です。毎回違うテーマで毎月
開催しています。
「年末おつかれさま会」、「スタッフさん向
けのゆるフォト講座」等も開催しました。

12月開催の

「年末おつかれさま会」の

様子です。

利用会員
岩出市 紀の川市 伊都郡 その他 合計

スタッフ会員

両方会員

合計

453 344 87612 45
98 67 1895 5
23 17 441 2

574 428

和歌山市
22
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1

37 1,10918 52

会員数 R4年2月28日現在

岩出市　 492件（内：病児、急な依頼・0件）
紀の川市　564件（内：病児、急な依頼・2件）
その他　 13件（内：病児、急な依頼・0件）

＊合計 1,069件（内：病児、急な依頼・2件）

R3年4月1日～
　R4年2月28日現在サポート件数

「そらまめサポート」 レポート
今年度は、例年利用の多い習い事の送迎サポートは減少し、保育施設への送迎、未就園児の預かり、そらまめちゃんの利用が多い年となり
ました。とくに産後サポートの依頼が増え、ファミリーサポートの利用にも、新型コロナウイルスの影響を感じる年となりました。またお友
だちから、またはスタッフ会員さまからの紹介入会が増えています。開所から11年の歳月をかけ、ファミリーサポートが地域のみなさまに
広く知られるようになったことに喜びを感じています。

令和3年度　「子育て応援連続講座」・「子育て応援講座」 報告

会員向けイベントレポート

子育て応援連続講座

参加者の感想

参
加
者
の
感
想

Zoomだと、子どもと一緒に
参加できるので、良かった。
内容を画面にうつしていた
だけるのでありがたかった。

＊こどもの病気・こころ・保育の専門の講師による講座です。
　どなたでも受講できます。受講後は、スタッフ会員に登録ができます。

令和4年度も、春・秋の年2回の開催を予定

子育て応援講座

姿勢って大事なんだなと思った。参加して良かった。とても為になった。

ほめ方について具体的にどのようにしたら良いか、知れたので良かったです。

子どもとケガはセット、そう理解して自分の子育てにも活かしていきたいと思う。

親子イベント、開催しました♪

「子どもを撮ろう。ゆるフォト講座」8
26

数々のフォトコンテストで受賞歴を持
つカメラマンの磯さまに写真を撮った
その場でアドバイスをいただきました。

・いい瞬間を慌てて撮るのではなく、
　狙って撮る方法やトリミングのコツ
　 を教えて頂くことができて良かった。

参
加
者
の
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想

「今日からできる片付けのコツ」9
30

講師は、整理収納アドバイザーの淡路さま。お片
付けがちょっと楽しくなる、収納のちょっとした
アイデアやコツをお話しいただきました。

・実例や体験談を踏まえてのお話しが良かった。
・片付けに順番があることや個性(脳)にあわせ
 た片付けのコツを知れて良かった。

参
加
者
の
感
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「親子でほっこり絵本の会」1
17

岩出市で読み聞かせ活動をされてい
る佐々木さまに絵本選びや読み方の
コツを教えてもらいました。

・読み聞かせは、コミュニケーション     
　のきっかけとしての大きな役割も　
　あり、大切だと学んだ。

8/19「子どもの特性とサポート方法」(講師:尾藤祥子氏)第1回第1回

9/21「CSP(コモンセンス・ペアレンティング)紹介講座」(講師:松本千賀子氏)第2回第2回

2/8「子どもの笑顔と安全を守るために」(講師:金川めぐみ氏)第3回第3回

今年度は、会場とオンラインのどちらか選べるハイブリッドで
実施。春(5月-6月)と秋(11月-12月)の2回開催。　

藍野大学講師

ボーイズタウン認定講師

和歌山大学教授

令和4年

令和4年

今年度は、計3回開催。

「保育ルーム」をご紹介します。いわで・きのかわファミリー・サポート・センターには、併設の保育ルームがあります。
この保育ルームは、ご家族やお友だちと一緒に、自由に遊べるひろばとしてご利用いただけます。
普段から「保育ルーム」利用のTさまファミリーに、遊んでいる様子を見せてもらいました。

「そらまめちゃん」無料体験 プレそらまめちゃん

＊コロナ対策により、利用人数と時間に制限を設ける場合があります。事前予約をお願いします。 
＊保育ルームは共有のスペースです。みなさんに気持ちよくご利用いただくためにご協力ください。 
＊保育ルームでは、「保育ルーム利用」のほか、スタッフ会員さまによるお子さまの一時預かり「そらまめちゃん」もしています。

・美容室に行きたい
・おともだちとランチしたい
・一時預かりって
　　　どんな感じかしら?

ぜひ、一度お試しください！

スタッフ会員さまによる一時預かりを、初回限定で2時間無料体験できます。 
・会員登録が必要です(登録料無料)・事前予約が必要です。
・元気な時の預かりのみ。

1,109人
みんなで

Tさまよりひとこと:お外遊びが辛い季節に室内で快適に遊べます。子どもに目が届くので、安心。
　　　　　　　　　家での『おうち時間』に息が詰まったとき、気分転換にぜひ利用してみてください。


