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友人のすすめで，主人と二人三脚でサポートをさせて頂いてか

ら，6 年がたちました。初めてのサポートは，水島の病児保育へ

の送迎でした。その子どもさんは，時々，熱を出したので何回か

通いました。その後，お父さんの転勤で遠くへ行かれましたが，

毎年，欠かさず年賀状を頂きます。

今は，茶屋町を中心に保育園への送迎，自宅での預かりにと，

子どもたちの成長を楽しませて頂いております。茶屋町は秋に，

『鬼まつり』が駅前で開催されます。主人も鬼の面・鬼の衣装を

着て参加します。サポートしている子どもたちが，こわごわ「じ

いちゃんだ～！」と言って寄って来てくれます。嬉しいことです。

あと何年続けられるか不安ですが，私たち夫婦も体に気をつけ

て，子どもたちや子育てに頑張っているご両親の力になれたらと

思っております。

いつもお世話になっております。ぐずついた日が続き，うっとうし

い毎日ですね。庭の花の木，畑の作物にとっては恵みの

うけれど・・・。

 子どもたちの成長にも

長を楽しみに，体調管理に気を付けて

もたちに接することができるよう
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＊応急処置

＊絵本とは「感動を共有して分かち合う」ものとのお話に感動。

＊地域住民で子育てしていく必要性，人とのつながりの大切さを再認識。

＊ご無沙汰していたお世話になった方に，お会いできて嬉しかった。
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み～んな大好き！簡単おやつ作り 

「子どもの心を育てる絵本」

溝手恵里氏
（倉敷市立短期大学教授）

サポートするための基礎を学びます。提供会員・両方会員さん

サポートする人のための交流の場です。子どもの喜ぶおもちゃや折り紙を作りながら

サポートに役立つアイデアや身近な話題で大盛り上がりの楽しい会です。

小さなお子さんのサポートに役立つ

「ココロがほんわか

佐藤
（京都女子大学講師）

ファミサポでは年４回の研修を行っています。子育て・孫育て中の人

ない料理で，少々難しかったが，思いのほかうまく出来て大満足。

や心肺蘇生など，子どもを預かる時の参考になった。 

＊絵本とは「感動を共有して分かち合う」ものとのお話に感動。 

＊地域住民で子育てしていく必要性，人とのつながりの大切さを再認識。

＊ご無沙汰していたお世話になった方に，お会いできて嬉しかった。

提供・両方会員さん，

サポート３」

ますか？

研修受講者

から順次

まだ持っていない

にご来所ください。

役立ちますよ。 

楽しい折り紙遊び

「子どもの心を育てる絵本」

溝手恵里氏 
（倉敷市立短期大学教授） 

サポートするための基礎を学びます。提供会員・両方会員さん，1 度は必ず受講して下さい。

サポートする人のための交流の場です。子どもの喜ぶおもちゃや折り紙を作りながら

サポートに役立つアイデアや身近な話題で大盛り上がりの楽しい会です。

「ココロがほんわか，子育て

 信隆氏 
（京都女子大学講師）

ファミサポでは年４回の研修を行っています。子育て・孫育て中の人，

ない料理で，少々難しかったが，思いのほかうまく出来て大満足。

 

 

＊地域住民で子育てしていく必要性，人とのつながりの大切さを再認識。 

＊ご無沙汰していたお世話になった方に，お会いできて嬉しかった。 

＊

提供・両方会員さん，

サポート３」はお手元にあり

ますか？基礎研修・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

受講者，ﾐﾆ交流会参加者

順次配布しています。

まだ持っていない方はぜひセンター

にご来所ください。サポートにとても

楽しい折り紙遊び

「子どもの心を育てる絵本」 

 

度は必ず受講して下さい。

サポートする人のための交流の場です。子どもの喜ぶおもちゃや折り紙を作りながら

サポートに役立つアイデアや身近な話題で大盛り上がりの楽しい会です。 

子育て♥孫育て」

（京都女子大学講師） 

，子育て支援に興味の

ない料理で，少々難しかったが，思いのほかうまく出来て大満足。 

＊双方（読み手と

聞き手）の

なやりとりこそ

が絵本の魅力

＊地域で頑張る提供

会員さんの心に響

くお話でした。

提供・両方会員さん，「育児

はお手元にあり

・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

ﾐﾆ交流会参加者

配布しています。 

センター

サポートにとても

楽しい折り紙遊び 

度は必ず受講して下さい。 

サポートする人のための交流の場です。子どもの喜ぶおもちゃや折り紙を作りながら

孫育て」 

子育て支援に興味の

双方（読み手と

聞き手）の自由

なやりとりこそ

が絵本の魅力!! 

地域で頑張る提供

会員さんの心に響

くお話でした。 


