
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員№

（中央）とサブリーダーさん

表彰された

仕事や家庭の合間を縫ってのサポートや，サブリーダー活動

い笑顔でファミサポを支えてくれています。

できる時

５月 

「今日はおばあちゃんとハンバーグ作る！」と

はりきっていました。空気抜きをするしぐさな

どして見せてくれました。家に帰ると「もう作

ったよ」の一言に絶叫の

 

～N

会員№９４３片岡美智子

（中央）とサブリーダーさん

表彰された片岡美智子

仕事や家庭の合間を縫ってのサポートや，サブリーダー活動

い笑顔でファミサポを支えてくれています。

ほんの少しのお手伝い

できる時

「今日はおばあちゃんとハンバーグ作る！」と

はりきっていました。空気抜きをするしぐさな

どして見せてくれました。家に帰ると「もう作

ったよ」の一言に絶叫の

６月 

帰りが友だちと一緒になり，私のコトを友だち

に説明していました。「お母さんと思ったじゃ

ろ?!」と友だちの反応に満足そうな

N さんの報告書より～

 

片岡美智子さん

（中央）とサブリーダーさん 

片岡美智子さんは

仕事や家庭の合間を縫ってのサポートや，サブリーダー活動

い笑顔でファミサポを支えてくれています。

ほんの少しのお手伝い

できる時に，できること

「今日はおばあちゃんとハンバーグ作る！」と

はりきっていました。空気抜きをするしぐさな

どして見せてくれました。家に帰ると「もう作

ったよ」の一言に絶叫の S 君でした。

帰りが友だちと一緒になり，私のコトを友だち

に説明していました。「お母さんと思ったじゃ

」と友だちの反応に満足そうな

さんの報告書より～

さん

 

さんは，お子さんが小さかった両方会員の

仕事や家庭の合間を縫ってのサポートや，サブリーダー活動

い笑顔でファミサポを支えてくれています。

ほんの少しのお手伝いで，楽になる子育てがたくさんあります。

できること

「今日はおばあちゃんとハンバーグ作る！」と

はりきっていました。空気抜きをするしぐさな

どして見せてくれました。家に帰ると「もう作

君でした。 

帰りが友だちと一緒になり，私のコトを友だち

に説明していました。「お母さんと思ったじゃ

」と友だちの反応に満足そうな

さんの報告書より～ 

お子さんが小さかった両方会員の

仕事や家庭の合間を縫ってのサポートや，サブリーダー活動

い笑顔でファミサポを支えてくれています。 

楽になる子育てがたくさんあります。

できることを行い，地域の子育てを応援しています。

子どもが幼稚園に入り

しての活動を

になったので

サポートでお預かりしたお子さんと私の息子が一緒に過

ごしているのを見ると

良い機会になっていると感じます。小さなお子さんにお兄ち

ゃんぶってみたり年上のお子さんに遊んでもらったり

息子もサポートがある日を楽しみにしています。

何かあったときに頼れるところとしてお世話になりま

したが，これからは無理なくサポートを続けて親子

とも楽しく頑張りたいと思います。

「今日はおばあちゃんとハンバーグ作る！」と

はりきっていました。空気抜きをするしぐさな

どして見せてくれました。家に帰ると「もう作

帰りが友だちと一緒になり，私のコトを友だち

に説明していました。「お母さんと思ったじゃ

」と友だちの反応に満足そうな S 君でした。

お子さんが小さかった両方会員の

仕事や家庭の合間を縫ってのサポートや，サブリーダー活動は大変だと思いますが，いつも元気いっぱいの明る

楽になる子育てがたくさんあります。

地域の子育てを応援しています。

夫婦とも実家が県外なので

子どもが

子どもが幼稚園に入り

しての活動を…と声をかけて頂き，これまでお世話

になったので，できる範囲でお手伝いを始めました。

サポートでお預かりしたお子さんと私の息子が一緒に過

ごしているのを見ると

良い機会になっていると感じます。小さなお子さんにお兄ち

ゃんぶってみたり年上のお子さんに遊んでもらったり

息子もサポートがある日を楽しみにしています。

何かあったときに頼れるところとしてお世話になりま

したが，これからは無理なくサポートを続けて親子

とも楽しく頑張りたいと思います。

（両方会員

帰りが友だちと一緒になり，私のコトを友だち

に説明していました。「お母さんと思ったじゃ

君でした。 

この度は児童福祉功労者として栄えある

表彰をいただき誠に感謝申し上げます。

ファミリーサポートのお仲間に加えてい

ただき，子育て真っ最中のお母さま

さなお子さま

をさせていただいております。

微力ではありますが皆様のお役にたてる

よう，今後も努力してまいりたいと思っ

ております。

お子さんが小さかった両方会員の頃から，サブリーダー

は大変だと思いますが，いつも元気いっぱいの明る

楽になる子育てがたくさんあります。ファミサポは

地域の子育てを応援しています。

夫婦とも実家が県外なので

子どもが 0 才の時に登録しました。

子どもが幼稚園に入り，年長の時に提供会員と

と声をかけて頂き，これまでお世話

できる範囲でお手伝いを始めました。

サポートでお預かりしたお子さんと私の息子が一緒に過

ごしているのを見ると，兄弟姉妹のいない息子にとっても

良い機会になっていると感じます。小さなお子さんにお兄ち

ゃんぶってみたり年上のお子さんに遊んでもらったり

息子もサポートがある日を楽しみにしています。

何かあったときに頼れるところとしてお世話になりま

したが，これからは無理なくサポートを続けて親子

とも楽しく頑張りたいと思います。

両方会員 伊藤江里子

放課後児童クラブへの迎えを週

お願いしています

子どもへの対応に慣れた提供会員さ

んとおしゃべりしながらの帰り道。

とても楽しい時間を過ごしているよ

うで，ありがたく思っています。

依頼会員

この度は児童福祉功労者として栄えある

表彰をいただき誠に感謝申し上げます。

ファミリーサポートのお仲間に加えてい

，子育て真っ最中のお母さま

さま方と触れ合える貴重な体験

をさせていただいております。

微力ではありますが皆様のお役にたてる

よう，今後も努力してまいりたいと思っ

ております。 片岡美智子

から，サブリーダーとして活躍しています。

は大変だと思いますが，いつも元気いっぱいの明る

ファミサポはできる人

地域の子育てを応援しています。 

夫婦とも実家が県外なので 

才の時に登録しました。

年長の時に提供会員と

と声をかけて頂き，これまでお世話

できる範囲でお手伝いを始めました。

サポートでお預かりしたお子さんと私の息子が一緒に過

兄弟姉妹のいない息子にとっても

良い機会になっていると感じます。小さなお子さんにお兄ち

ゃんぶってみたり年上のお子さんに遊んでもらったり

息子もサポートがある日を楽しみにしています。

何かあったときに頼れるところとしてお世話になりま

したが，これからは無理なくサポートを続けて親子

とも楽しく頑張りたいと思います。 

伊藤江里子） 

放課後児童クラブへの迎えを週

お願いしています。 

子どもへの対応に慣れた提供会員さ

んとおしゃべりしながらの帰り道。

とても楽しい時間を過ごしているよ

うで，ありがたく思っています。

依頼会員 F さん

この度は児童福祉功労者として栄えある

表彰をいただき誠に感謝申し上げます。

ファミリーサポートのお仲間に加えてい

，子育て真っ最中のお母さま

方と触れ合える貴重な体験

をさせていただいております。 

微力ではありますが皆様のお役にたてる

よう，今後も努力してまいりたいと思っ

片岡美智子さんより

として活躍しています。

は大変だと思いますが，いつも元気いっぱいの明る

できる人

才の時に登録しました。 

年長の時に提供会員と 

と声をかけて頂き，これまでお世話 

できる範囲でお手伝いを始めました。 

サポートでお預かりしたお子さんと私の息子が一緒に過

兄弟姉妹のいない息子にとっても

良い機会になっていると感じます。小さなお子さんにお兄ち

ゃんぶってみたり年上のお子さんに遊んでもらったり…と，

息子もサポートがある日を楽しみにしています。 

何かあったときに頼れるところとしてお世話になりま 

したが，これからは無理なくサポートを続けて親子 

放課後児童クラブへの迎えを週 3 回

子どもへの対応に慣れた提供会員さ

んとおしゃべりしながらの帰り道。

とても楽しい時間を過ごしているよ

うで，ありがたく思っています。 

さん 

この度は児童福祉功労者として栄えある

表彰をいただき誠に感謝申し上げます。

ファミリーサポートのお仲間に加えてい

，子育て真っ最中のお母さまや小

方と触れ合える貴重な体験

微力ではありますが皆様のお役にたてる

よう，今後も努力してまいりたいと思っ

さんより 

として活躍しています。

は大変だと思いますが，いつも元気いっぱいの明る

できる人が，

 

 

サポートでお預かりしたお子さんと私の息子が一緒に過

兄弟姉妹のいない息子にとっても，

良い機会になっていると感じます。小さなお子さんにお兄ち

と，

 

 

回 

子どもへの対応に慣れた提供会員さ

んとおしゃべりしながらの帰り道。

とても楽しい時間を過ごしているよ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「基礎研修の手引き」

小さなお子さんのサポートに役立つ折り紙も大好評。

 

「あっと驚く

飾り切りマイスター

ポーセラーツ

～世界にひとつだけの私の器～
高橋直美氏（ポーセラーツインストラクター）

＊コアラ，ぞう，ライオン，

ひまわり…。先生にかかれば

何にでもへんし～ん！

どれにしようかな

迷うのも楽しいポーセラーツでした♥

清水先生と高橋先生

「基礎研修の手引き」

小さなお子さんのサポートに役立つ折り紙も大好評。

あっと驚く!!ウインナーの

飾り切り教室

飾り切りマイスター

ポーセラーツ 

～世界にひとつだけの私の器～
高橋直美氏（ポーセラーツインストラクター）

＊カレーの作り置きを温め直すときは注意しようと思った。

＊飾り切りは，

＊牛乳パックにテープや折り紙を貼るだけで簡単，くるくる回していろいろな面を楽しめた。

＊自分の周りにはたくさんのサポートがあることを知り，心強く感じました。

＊初めてのバルーンは思った以上に難しかったが，お土産もでき，何より子どもが楽しんでいた。

＊口や歯の大切さがよくわかり，子どもさんへの食事の与え方を考えてあげないといけないと思った。

＊生花のコサージュ，思ったより簡単にできました。子どもの卒業式に自分で作ってみようと思います。

 

コアラ，ぞう，ライオン，

ひまわり…。先生にかかれば

何にでもへんし～ん！

どれにしようかな♪

迷うのも楽しいポーセラーツでした♥

清水先生と高橋先生 

 
提供会員さん

お手元にあり

ますか？

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

「基礎研修の手引き」を読んで頭を使った後は

小さなお子さんのサポートに役立つ折り紙も大好評。

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

デアや身近な話題で大盛り上がりの楽しい会です。

ウインナーの 

飾り切り教室」 

飾り切りマイスター 

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

どなたでも参加できます。

～世界にひとつだけの私の器～
高橋直美氏（ポーセラーツインストラクター）

カレーの作り置きを温め直すときは注意しようと思った。

飾り切りは，簡単に出来て，夢の国のような楽しさが味わえて良かったです。

牛乳パックにテープや折り紙を貼るだけで簡単，くるくる回していろいろな面を楽しめた。

自分の周りにはたくさんのサポートがあることを知り，心強く感じました。

初めてのバルーンは思った以上に難しかったが，お土産もでき，何より子どもが楽しんでいた。

口や歯の大切さがよくわかり，子どもさんへの食事の与え方を考えてあげないといけないと思った。

＊生花のコサージュ，思ったより簡単にできました。子どもの卒業式に自分で作ってみようと思います。

コアラ，ぞう，ライオン，

ひまわり…。先生にかかれば

何にでもへんし～ん！? 

＊

♪ 

迷うのも楽しいポーセラーツでした♥

提供会員さん，

お手元にあり

ますか？ 

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

を読んで頭を使った後は

小さなお子さんのサポートに役立つ折り紙も大好評。

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

デアや身近な話題で大盛り上がりの楽しい会です。

 
「食品衛生上のリスクについて

服部文三

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

どなたでも参加できます。

～世界にひとつだけの私の器～ 
高橋直美氏（ポーセラーツインストラクター） 

カレーの作り置きを温め直すときは注意しようと思った。

簡単に出来て，夢の国のような楽しさが味わえて良かったです。

牛乳パックにテープや折り紙を貼るだけで簡単，くるくる回していろいろな面を楽しめた。

自分の周りにはたくさんのサポートがあることを知り，心強く感じました。

初めてのバルーンは思った以上に難しかったが，お土産もでき，何より子どもが楽しんでいた。

口や歯の大切さがよくわかり，子どもさんへの食事の与え方を考えてあげないといけないと思った。

＊生花のコサージュ，思ったより簡単にできました。子どもの卒業式に自分で作ってみようと思います。

＊食中毒やアレルギーについて

専門的なお話を分かりやすく

教えて下さいました。

迷うのも楽しいポーセラーツでした♥ 

牛乳パックで不思議なおもちゃ作り

 

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

を読んで頭を使った後は，健康づくり事業の先生と

小さなお子さんのサポートに役立つ折り紙も大好評。 

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

デアや身近な話題で大盛り上がりの楽しい会です。

食品衛生上のリスクについて

服部文三氏（食品衛生監視員

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

どなたでも参加できます。 

 

カレーの作り置きを温め直すときは注意しようと思った。

簡単に出来て，夢の国のような楽しさが味わえて良かったです。

牛乳パックにテープや折り紙を貼るだけで簡単，くるくる回していろいろな面を楽しめた。

自分の周りにはたくさんのサポートがあることを知り，心強く感じました。

初めてのバルーンは思った以上に難しかったが，お土産もでき，何より子どもが楽しんでいた。

口や歯の大切さがよくわかり，子どもさんへの食事の与え方を考えてあげないといけないと思った。

＊生花のコサージュ，思ったより簡単にできました。子どもの卒業式に自分で作ってみようと思います。

食中毒やアレルギーについて

専門的なお話を分かりやすく

教えて下さいました。

くるくる回すと絵も変わる！身近な材料

で楽しいおもちゃができました。

牛乳パックで不思議なおもちゃ作り

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

健康づくり事業の先生と

 

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

デアや身近な話題で大盛り上がりの楽しい会です。

食品衛生上のリスクについて」

食品衛生監視員） 

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

カレーの作り置きを温め直すときは注意しようと思った。

簡単に出来て，夢の国のような楽しさが味わえて良かったです。

牛乳パックにテープや折り紙を貼るだけで簡単，くるくる回していろいろな面を楽しめた。

自分の周りにはたくさんのサポートがあることを知り，心強く感じました。

初めてのバルーンは思った以上に難しかったが，お土産もでき，何より子どもが楽しんでいた。

口や歯の大切さがよくわかり，子どもさんへの食事の与え方を考えてあげないといけないと思った。

＊生花のコサージュ，思ったより簡単にできました。子どもの卒業式に自分で作ってみようと思います。

食中毒やアレルギーについて

専門的なお話を分かりやすく

教えて下さいました。 

くるくる回すと絵も変わる！身近な材料

で楽しいおもちゃができました。

牛乳パックで不思議なおもちゃ作り

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。

健康づくり事業の先生と身体のコリをほぐしましょう！

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

デアや身近な話題で大盛り上がりの楽しい会です。 

」 

 

「おとなの歯と子どもの歯の話

兼本郷美氏

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

カレーの作り置きを温め直すときは注意しようと思った。 

簡単に出来て，夢の国のような楽しさが味わえて良かったです。

牛乳パックにテープや折り紙を貼るだけで簡単，くるくる回していろいろな面を楽しめた。

自分の周りにはたくさんのサポートがあることを知り，心強く感じました。

初めてのバルーンは思った以上に難しかったが，お土産もでき，何より子どもが楽しんでいた。

口や歯の大切さがよくわかり，子どもさんへの食事の与え方を考えてあげないといけないと思った。

＊生花のコサージュ，思ったより簡単にできました。子どもの卒業式に自分で作ってみようと思います。

＊

＊親子に寄り添うような温かい

に，明日からの子育てパワーを頂きました。

くるくる回すと絵も変わる！身近な材料

で楽しいおもちゃができました。 

「助産師からみた保育の話

～子育て♥知っておきたいあれこれ～

長谷川喜久美

牛乳パックで不思議なおもちゃ作り 簡単，素敵，生花のコサージュ作り

度は必ず受講して下さい。

身体のコリをほぐしましょう！

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などを作りながら

おとなの歯と子どもの歯の話

氏（岡山県歯科衛生士会歯科衛生士
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