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令和元年度も、会員の皆さまに支えられ、ファミサポの活動が円滑に行われ、会員の輪がさらに広が

りましたことを職員一同心より感謝いたします。ありがとうございました。 

会員のみなさまへ、お知らせやお願い、行事等のご報告などがたくさんあります。援助活動を円滑に

行うために必要なお知らせですので、ご確認いただき、ご理解ご協力をお願いいたします。  

  

      

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1.  建て替え工事に伴う事務所の移転について 

当センター事務局がある「社会福祉法人 川口市社会福祉協議会」が移転します。 

移転時期：令和２年５月末  

移 転 先：市が新設する施設の一部（川口市青木 3-17） 

電話番号、メールアドレスの変更はありません。 

5 月末の移転に伴い、連絡等でご不便をおかけすることがあるかもしれませんが、ご理解のほど 

よろしくお願いいたします。 

2. 令和２年度土曜日臨時開所予定 

  令和２年度、以下の日程で臨時開所いたします。 

① 令和２年４月４日（青木会館） 

② 令和２年 9 月 26 日  ③令和３年 2 月 20 日 

いずれも９時～12 時 

  ※②、③の場所については調整中です。決まり次第、ホームページ等でお知らせします。 

   上記日時での事前打合せ調整も可能です。事前打合せは利用者・サポーター・センターの予定 

を調整して日時を決定しますので、ご希望に添えない場合があることを予めご了承ください。 

3. 一部書類が新しくなります！ 

①入会テキスト     ②申込兼登録書（これから会員登録をするかた）   

 ＊援助活動、会員についての基本的なシステム等の変更はありません。 

上記については、令和２年４月以降ホームページでもお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

サブリーダー紹介  

サブリーダーは、サポーター・両方会員の中から選出されており、 

全体交流会の準備や、当日のお手伝い、その他定期的な情報交換 

の場を設けて、運営のお手伝いをしていただいています。 

今年度は、下記６名のかたにお願いしました。  

    【写真上段】羽二生さん 安江さん  秋山さん  

【写真下段】鬼沢さん  田島さん  海老原さん 

 



 
 

1. 令和２年度の会員登録更新及び変更について 

・登録内容（住所・電話・勤務先等）に変更のあるかた…登録変更届を提出 

・退会希望のあるかた…退会届を提出 

2. ファミサポ メールアドレスの登録 

会員のみなさまへフォローアップ講習会、全体交流会などのご案内を一斉メールでお知らせさせていただ

きます。ファミサポのメールアドレスからのメールを受信できるように対応をお願いいたします。センタ

ーへ、会員番号と氏名をいれてメールを送信していただくとメールアドレス登録をいたします。

 ファミサポ  メールアドレス     ✉

kfamisapo137@kosodate-kwgc-saitama-ksp.jp 

 
 

 

利用者会員（両方会員）へ 

援助追加、変更について  

⇒別紙「援助の追加、変更について」を参考 

登録内容の変更に伴い援助活動の送迎場所 

が変わった、または、活動内容に変更を生 

じた等、援助活動項目の追加、援助活動内容 

の変更がありましたら、センターまでご連絡 

をお願いします。 センターが確認していな 

い援助活動は補償保険対象外になります。 

     

幼保無償化について  

⇒別紙「幼保無償化について」を参考 

  ご自身で川口市役所保育入所課に給付認定等 

 をされた後に、認定を受けたかたは、預かり援 

助を含む活動が無償化の対象となります。（一 

定の要件あり）援助活動報告書が給付の際の必 

要書類になります。別紙を参考にご対応をお願い 

いたします。 

また、現状把握のため、ファミサポの利用で 

市役所に無償化の申請をするかたはセンター 

までご連絡ください。 

    

サポーター会員（両方会員）へ 

新しい援助活動報告書について  

⇒別紙「○新援助活動報告書 記入例」 を参考 

令和元年 10 月からの幼保無償化制度に伴い援助 

活動報告書の書式が新しくなりました。４月より 

新しい報告書にご記入ください。ご不明点等に関 

しては、センターまでお問合せください。 

 

緊急救命講習及び事故防止に関する講習について  

⇒別紙「緊急救命講習及び事故防止に関する講習の受講

についてのお願い」 を参考 

厚生労働省の実施要項改正に伴い、AED・心肺 

蘇生法の実技を含む救命講習及び事故防止に関 

する講習は少なくとも5年に1回の受講が必須と 

なりました。センター主催の講習会では、右ペー 

ジ記載の令和２年度フォローアップ講習会ご案 

内④の乳児・小児救命講習が該当の講習となりま 

す。別紙「緊急救命講習及び事故防止に関する講 

習の受講についてのお願い」もあわせてご確認い 

ただき、積極的な受講をお願いいたします。 

 

 

３．援助活動を依頼するかた・活動を行っているかたへ    

    今後、以下の内容を事前打合せ時に確認させていただきます。安全な援助活動を円滑に行うため、 

ご協力よろしくお願いいたします。 

① 自動車運転免許証・健康保険証等による会員の本人確認。 

      ② 自家用車での援助活動を行うかたの運転免許証及び車の任意保険加入有無。 

     ＊センター加入の補償保険は、ケガ等に対応となっていますので車両保険はありません。 

     ③ 預かり援助がある場合の預かり場所の安全確認。（別紙安全チエックリスト参照） 

 

ご協力よろしく 

お願いします。 



 

 

 

              

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度ファミサポ行事報告 

 

令和２年度  フォローアップ講習会  ご案内 
（対象： サポーター ・ 両方会員  ◎申し込み状況によっては利用者会員も可） 

申し込みは、原則、開催日の１カ月前から電話 or メールで受付します。 

※都合により内容等が変更になる場合もございます。お手数をおかけしますが、当センターホ

ームページを確認、もしくはセンターまでご確認ください。 

 ① おしゃべりサロン ＋ ミニ講座 

 7 月 9 日（木）午前 10 時～12 時  中央ふれあい館 日本間 1 号.２号 

② 子どものアレルギー・アトピー  

９月１7 日（木）午前 10 時～12 時 かわぐち市民ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾃｰｼｮﾝ会議室 1.2 

③ あそびの講座（折り紙、室内あそび） 

11 月 11 日（水）午前 10 時～12 時 西公民館 日本間 1 号.2 号  

④ 乳児・小児救命講習 ※託児付き（各回先着定員５名） 

10 月 と ２月 実施予定  

※②③の会場、④の日時は決まり次第一斉メール、ホームページでご案内します。 

④乳児・小児救命講習の受講が難しいかたは、川口市消防局本部で実施しています講

習会を受講していただくようお願いいたします。（広報かわぐち、消防局 HP を参考。） 

お願い※会員の受講歴の有無の管理をしています。受講後はセンターへご連絡ください。 

 

❄令和２年度全体交流会「クリスマス会」（対象： 全会員）❄ 

   １２月５日（土）午前１０時３０分 ～ １２時 西公民館 講座室 
※申し込みは、原則、開催日の１カ月前から電話 or メールで受付します。 

 

♪親子で楽しめる楽しい内容を企画します。みなさんのご参加をお待ちしております♪ 

 

 

フォローアップ講習会 

乳児・小児救命講習会（12/10） 

 

フォローアップ講習会 

小児によく見られる病気（9/19） 

 

全体交流会「クリスマス会」（12/7） 

シャケさんと楽しもう！手遊び！ 

歌遊び！ 

フォローアップ講習会 

子どもの栄養と食生活（6/25） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    令和２年  １月 １日現在 全会員数   2,464 （人） 

 青木 新郷 神根 朝日東 朝日 南平 安行 西 芝 中央 

利用者 127 55 88 12 95 138 95 198 166 96 

サポーター 24 12 14 1 11 11 9 22 19 6 

両 方 12 11 16 2 5 20 12 15 19 3 

 

 上青木 戸塚 幸栄 横曽根 並木 西川口 領家 前川 鳩ヶ谷 合計 

利用者 43 295 97 22 93 24 17 24 294 1979 

サポーター 12 35 11 2 11 1 1 11 35 248 

両 方 3 30 9 5 15 3 3 2 52 237 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

社会福祉法人 川口市社会福祉協議会 

かかわわぐぐちちフファァミミリリーー・・ササポポーートト・・セセンンタターー  
開所時間：月曜日～金曜日 午前９時～午後５時 

〔土(4/4.9/26.2/20 除く)、日、祝日及び年末年始は休み〕 

〒３３２－００３１ 青木３－３－１ 青木会館 ３階（令和２年５月末まで） 

青木 3-17 （令和２年 6 月以降） 

電 話：０４８（２５２）３３８８  FＡＸ ：０４８（２５５）３１０２ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kfamisapo137@kosodate-kwgc-saitama-ksp.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ kosodate-kwgc-saitama-ksp.jp プラザかわぐちファミサポで検索 

  

この事業は川口市から委託を受け、社会福祉法人川口市社会福祉協議会が運営しております。 

地地域域別別会会員員数数       

ファミサポ会員のみなさまへ 

利用者会員からは、「ファミサポのサポーターさんのおかげで助かってます。」サポーター会員からは、

「援助をしているけれども、お子さんと過ごすことで元気をもらっています。」という言葉がセンターに

多く寄せられます。 

ファミサポのお互いの歩み寄りによる相互援助活動、有償ボランティア活動というシステムをみなさまに

ご理解とご協力をいただき、円滑に援助活動が行われていることに感謝申しあげます。 

令和元年度もいくつかの自然災害（台風・地震）がありました。利用者会員からセンターへ、お互いの安

全のため事前キャンセルのご報告を多く頂き、サポーター会員へのご配慮もありがとうございました。 

今後とも、会員みなさまのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。   

アドバイザー 一同より 

 

 
 

 

mailto:kfamisapo137@kosodate-kwgc-saitama-ksp.jp

