
制服姿、お兄さんでした！（保育所時
代から活動していた。）小5、小4、小
1〈いきいき迎えと預かり〉by(両)Tさん
ご夫婦 
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東広島市ファミサポは、おかげさまで来月16年目（平成19年7月スタート）に突入します。 
いつもファミサポの活動にご理解・ご協力いただきありがとうございます。 

平仮名のみだった名札に一文字漢字が
使われているのを見て、もう2年生に
なったんだなとしみじみしました。 

小2〈いきいき送迎〉by(提)Sさん 

天気が悪かったので、しめじをバラバラにし
たりニラを切ったりお料理ざんまいしまし
た。年中〈定期的な(提)宅預かり〉by(両)Iさん 

ファミサポ 公式ＬＩＮＥ スタート！ 

ともだち追加はこちら →→→ 

   続々とお友達が増えています♪ 

東広島市 
ファミリー・サポート・センター 
Tel: (082)493-6072 
Mail: hghfsc@city.higashihiroshima.hiroshima.jp 

■開館時間：月～土 10時～17時 
（休館：日祝・年末年始）         ファミサポHP 

ファミサポだより 

※コロナウィルス感染拡大により、イベントを中止する
可能性があります。申込者には個別にお知らせします。 

申込電子申請 

＼ 重要 ／ 
 

ともだち追加後は、 
案内に従い 

お名前と生年月日の 
入力をお願いします。 

 
※追加しただけでは、 

こちらでは会員番号と一致 

させることができません。 

★イベントのお知らせが届く、参加申込みができる 

★希望者にはファミサポだよりをLINEで送信します。 

（現在メール送信希望で今回LINE登録された方は、LINE送信へ移行します。） 

★依頼会員→依頼日の事前連絡ができます。 

（今後、提供会員の報告書も、LINE提出できるようになる予定です。） 

 
昨年度のみなさんの活動を集計し、東広島市でどのような傾向かを分析しました。                            

ファミサポ統計 年々増加傾向の要因は？ 

★心のゆとりを求めて… 

・人との出会いを求めて、また育児に不安があり、ファミサポを 
利用することで提供会員との関わりから安心を得られている。 

★短期就労（自営や教室主催）、時間帯（夜）の問題 

・いきいきや保育施設が閉所しており、預け先がない。 

☆定期的な利用が増えている 

・週数回のいきいき(学童)迎えと預かり 
・ひとり、またはきょうだいの毎週の習い事送迎 

特に、子育てが少し落ち着いた（子どもが小学校高学年～）40代あたりの 
提供会員が、夕方のすきま時間に活動している。 

★スポット的なプチ利用 

・美容院、研修等に行きたい時 
・他のきょうだいの参観日（コロナ禍で子ども同伴不可）など 

他の公共サービスから 
時間的な理由でこぼれたもの、 
子育ての多様化がゆえの依頼を、 

提供会員のご厚意で 
受けてくださっている。 

 
意向調査を行いました 

  昨年度末、提供会員・両方会員に、登録の継続・休会・退会のご意向を伺いました。 
ご協力ありがとうございました。 
 
結果、継続 132名、休会 67名、退会 91名となり、右の通りの会員数となりました。 
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（R4.5.31現在） 

☆産前・産後に関わる援助が増えている 

・実家が遠くコロナで里帰りができない 
（上の子の幼稚園送迎、または生まれた子の依頼会員宅で見守り） 
・お腹大きく動くのがしんどいので子どもにご飯を食べさせてほしい 
・依頼会員宅に来て一緒に子どもを見守ってほしい 
 （産後で子育てに不安） 

20～70代の幅広い提供会員が、活動中 

利
便
性
向
上 

・公式LINEの導入（24時間いつでも依頼通知ができる、マッチング調整時連絡が取りやすい） 
・報告書のメール添付可（来所不要） 
・ファミサポ窓口以外（会員宅等）での登録やマッチングができる（産後間もない、障害がある、遠方等） 
・報告書記入の簡素化（送迎専用（10回分）） よりよいファミサポへ向けて、 

みなさんのご意見を 
お待ちしております 

    その他の利用方法でも増えています 

②ファミサポ利便性の向上 

こ
ん
な
使
い
方 
も 
あ
り
ま
す 

☆その他・・・ファミサポ利便性の向上⤴ 



 4月某日、ある提供会員さんが、転出のため退会の手続きに来られました。「これまでたくさんのご縁をいただきありがとうございました。

ファミサポがあったから知らない土地で楽しく過ごせました！」と。「また、新天地でもファミサポに登録しよう～」と心軽やかに去られました。

一歩踏み出す勇気、その先に、新たな出会い・世界あり… 今日も心に信頼関係、気にかけてくださる幸せ、そして礼儀を忘れずに… 

編集後記 

イベント報告 
3/7(日)開催 
大人10名 
子ども9名 

〈その他の内訳〉 

✓骨折等けがのため下校時の送迎 

✓コロナ休校、長期休み中の、 

朝の預かりといきいき送り 

✓依頼会員宅別室での見守りなど 

いきいき体操ひがしひろしま 

 ご参加 
＼ありがとうございました！／ 

↓訪問型 

今年度より【ファミサポカフェ】を始めました。ファミサポの周知と、会員登録のハードルを下げようと企画しま
した。ファミサポを知らない方へ、依頼、提供双方の視点から、ファミサポの生の情報をお伝えしていきます。 
またカフェ中に「会員あるある座談会」「手形足形アート」などちょっとした企画を設け、会員のみなさんの交流
の場にもなればと思います。広報誌やLINEでイベント情報を発信しますので、ぜひご参加ください♪ 
                        ＊＊＊＊＊ 
→【第1回カフェ☕】は4/24(土)に開催。アースベリーコーヒーさんのコーヒーを飲みながら、提供会員に興味の
ある一般の方を募集し、実活動のある提供会員さんより活動内容を伺いました。詳しくはHPをご覧ください♪(M) 

預かり・送迎型↓ 

イベント報告♪ 

利用助成あります 

確実に利用のある依頼会員に対しては、複数の提供会員を紹介しています。 
不確かな場合は、まずはひとりの提供会員をご紹介しています。 

西条緑化造園から 
講師をお招きし、 
ハーバリウムの 
体験を楽しみました。 

→提供会員はいつ依頼が来

るのか予定を空け待たれて

います。状況等連絡を必ず

入れてくださいね！  

6/22(水) 

9：00～12：00 
サンスクエア東広島 
3階アザレアホール 

応急手当講習会  
提供会員は、活動を継続するた
めにR1～R5年度中までに1回
受講してください。依頼会員も
参加できます。（託児無料） 

 申込みは、 

TELまたは 

←こちらから 
〆切：6/17(金) 

【活動中の提供会員さんへ】 
次の場合、直接伝える、またはファミサポへ 
ご相談ください。 
◆マッチングでお話しした以外の援助を依頼された 
◆提供活動を終了したい（終了時期が決まっていない） 
◆ご自身の環境変化（仕事を始めた等） 
         ＊ 

【提供会員さんへ】 
お住まいの地域や依頼会員の希望によっては、 
活動対象にならないこともあります。ご了承ください。 
 
「できる範囲で…」がファミサポの基本です。 
いつも援助活動へのご協力に感謝します。 

 

【依頼会員さんへ】 
 依頼会員として登録だけしているけど、利用してみたい  
①実際にお願いすることが決まったらファミサポへご連絡ください。 
 より具体的な方が、提供会員をお探ししやすいです。 
（「何かあった時に預かってほしい…」では、ご紹介できません。 
  ※お試しで1時間預かってほしい場合は、ご紹介できます。） 
 

 マッチング後、何も連絡がない😢  

 援助が必要ないなら、その連絡が欲しかった（提供会員より） 
②マッチングペア有効期限は3か月です。 
3か月以内にお願いをしなければ、ペア解消です。 
依頼が不要だったら 提供会員に状況の連絡を必ず入れてくださいね！ 
→解消の際は、提供会員に渡した事前打合せ票（個人情報）は、 

  ファミサポへ返却してもらいます。 

 

今一度ご確認を… 

 
マッチング後 

何も連絡がない。援助が必要なかった
のなら、その連絡が欲しかった。 

（提供会員より） 

一度も提供会員として活動がないです。
（提供会員より） 

→お住まいの地域や依頼会員の希望に    
よっては対象にならないこともあります。 

ご了承ください。 

活動報告 

依頼会員として登録だけして 
いるけど、利用してみたい。 

（依頼会員より） 

 
 

→お気軽にメールやTELでご相談ください 
 

「  電話するのが苦手で、センターへ連絡する 
のに勇気がいりました～」 

 

③マッチングしたが提供会員と日程が合わず、 
活動依頼できないことが続いた場合は、ご連絡 
ください。もう一人の提供会員をご紹介します。 

本当はファミサポがなくても子育てできる環境が昔のように、また社
会的に整えばいいな～とファミサポに勤務しながら、ふと思うことが
あります 

保育所 迎えと預かり 
５月より職場復帰しました。遅出の時、 
子ども2人を月２～３回提供会員さんに 

お世話になっています。近くに母もいるけど、
働いているので、負担をかけられません。 
子どもたちも慣れ、とても感謝です。 

（依頼会員より） 
 

休日の1歳児の預かり 
いろんなお子さんと（ファミサポ援助を通して） 
触れ合えるのは私にとっても子どもたちにとっても 

刺激になり、とても楽しいです。 
（小学生をはじめ3人のお子さんがいる 

両方会員より） 

提供会員宅 預かり 
少し期間が空いての預かりを受けたら、 

歩けるようになっていました。 
お子さんの成長が垣間見れることに 

喜びを感じます！！ 
（提供会員より） 

みなさんの声より 

 イメージできた！ 

「ファミサポって何？」カフェ 開催 5/26 

子どもを預けるのに罪悪感を感じておられた方や、 
育休中で復帰後の利用のイメージが湧いた方など、 
ファミサポを知って、安心して帰られました。 
「今日のような場がもっとあるといいな…」とみなさん、 
子育てについても想いを話され、終了間際には笑顔で 
満たされておられるように感じました。 

◆すくすく寺家コーぷらざ（0歳児対象） 
◆すくすく福富子育て支援センター（興味のある方） 
でファミサポの紹介をさせてもらいました。 
 
「ファミサポって聞いたことある 
けど、送迎するところ？」 
「赤ちゃん訪問でチラシもらったけど、 
よくわからないからそのままになって 
いて…」 
 
 
 
 
 

課題を発見！ 

実際に【報告書】(個人情報削除済)を見てもらいました。 
こんな利用もできるのかと共有し、疑問にもお答えしました。 

  ファミサポ出張説明 6/9,14    

梅雨の合間の晴れ間、 
「第43回提供会員事前研修会」をサンスクエア 
東広島で行いました。 
上記ファミサポカフェ参加者も3名参加されました。 
また依頼会員さん1名も両方会員に変更となり、 
サポートする側にも加わってくださいました。 

着実に増えています！ 

「提供会員事前研修会」 
開催 6/16,17  

 提供会員の活動に興味のある6名が参加され、 
ファミサポについて、疑問に思っていることを 
質問してもらいました。 
実際に活動されている提供会員からの体験談では、 
「私も素敵なご縁をいただいている/できない日は 
予めきっちり伝える」などアドバイスいただきました。 

「こどもの応急手当」 開催 6/22  

研修の一部として受講の方、一般の方計27名が受講され 
ました。（夫婦での参加も3組あり） 
身近に起こりそうな打撲・擦り傷・鼻血等処置から教えて 
もらい、最後に「いきいき迎え後、預かったお子さんが喉に 
ものを詰まらせた！」の仮定で、背部叩打法→意識なし→ 
胸骨圧迫＋AED使用の流れを、5グループごとに協力し実践 
しました。※東広島消防局、消防団の方に教えてもらいました。 

みなさん、関心が高い！ 


