
4月1日スタート！
ファミリー・サポート・センターたか
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　現在、近畿大学 4年生。
野球をしていたお父さんの影響を受け、小学 1 年生

の時に八千代少年野球クラブに入団。中学校からは硬
式の道に進み、神戸国際大付属高等学校の野球部に入
部。 2年生の時に甲子園に出場する。
高校卒業後は、近畿大学野球部に入部。 4 年生の夏

に、侍ジャパン大学代表に選ばれ、外野手として日米
大会を戦った。

町の無形民俗文化財に指定されている荒田神楽。
安楽田は、昔「荒田」と言われ、杉原川の氾濫と大火に苦

しめられてきました。寛文8年（１６６８年）に、荒田神社
の社殿が焼失。度重なる災いを鎮めようと、村の青年に伊
勢大神楽を習わせ奉納したのが始まりとされています。
本宮は、朝の5時から5組の獅子が一戸一戸をまわって

「荒神払い」を行います。また、午後は公民館で村の人た
ちを前に、すべての舞を披露します。安楽田では、地舞・
剣の舞・花の舞・四方の舞・扇の舞・鈴の舞・背継ぎと多
くの舞が継承されています。

ここが
すき！

町の無形民俗文化財に指定されている荒田
神楽。
安楽田は、昔「荒田」と言われ、杉原川の

氾濫と大火に苦しめられてきました。寛文
8年（１６６８年）に、荒田神社の社殿が焼
失。度重なる災いを鎮めようと、村の青年
に伊勢大神楽を習わせ奉納したのが始まり
とされています。

見出し

　忙しい毎日の中で、子育てを「ちょっとだけ助けてほしいとき」ってありませんか？
　地域の子どもたちを見て、「自分も何か関わることができないかな」と思ったことは
ありませんか？
　そんな人と人を繋げる新しい子育て支援制度「ファミリー・サポート・センター（以
下ファミサポ）」が 4月から始まります！

　　なぁなぁ
ファミリー・サポート
・センターが始まる
　んやって。

なにそれ？？

子育てす
るなら多

可町！

ファミサポのイメージ

おねがい会員 まかせて会員

子育ての手助けを
してほしい

子育てのお手伝い
をしたい

ファミサポを利用するためには、会員登録が必要です

入会金・年会費無料

おねがい会員

・町内に住所を有
　する人
・生後６か月から小学6年生まで
　の子どもと同居する保護者

子どもの送迎や
預かりを頼みた
い人

（条件）

まかせて会員

・町内に住所を有する20歳以上の人
・心身ともに健康で子育ての援助活動
　に理解と情熱がある人
・指定の講習会を修了した人

自宅などで
子どもを預
かることが
できる人
（条件）

どっちも会員

・おねがい会員、
　まかせて会員両方
　の条件を満たす人

場合によって預け
ることも預かる
こともできる人

（条件）

例えば、こんなお手伝いをします

・こども園・小学校などの開始前
や終了後の預かり
・こども園・小学校などへの送迎
・冠婚葬祭や行事の際の預かり
・保護者の通院や外出時の預かり

など

ファミサポの利用料金

午前 7時～午後 7時　  300円/30分

上記以外の時間　　　  400円/30分
　月～金曜日　　　　

　土・日曜日
祝日・年末年始 上記料金に30分ごと100円加算

ファミサポの利用イメージ

子どもを
預かって
もらいたいん
ですけど。

　はい！
わかりました。

ファミサポ
アドバイザー

お子さんを
預かって
いただけま
せんか？

大丈夫ですよ！

　はい！
わかりました

　うちの子、
アレルギーが
あります。人見
知りも始まって
　います。

　ありがとう
ございました。
料金です。

さぁ、何して
遊ぼうかな♪

確認のはんこ押印

①

②

③

④
マッチング

打ち合わせ

当日

まかせて会員

おねがい会員

※どっちも会員はどちらの立場にもなることができます。

利用料金の支払いは、会員同士で行っていただきます。

ファミリー・サポート・センター

登録 登録

育児サポート

利用料の支払い

ファミサポは、人と人を繋いで、
地域の子育てをみんなで助け合う
「有償のボランティア組織」です。

まかせて会
員大募集！！

ファミサポの運営には、一人でも多くの「まかせ
て会員」さんが必要です。
保育の資格などは必要ありません。事前に講習を

行い、「子どもを預かること」について学んでいただ
く機会もあります。
あなたの経験を、地域の子育てに生かしません

か？皆さんの登録をお待ちしています。

■対　象
・町内に住所を有する20歳以上の人
・心身ともに健康で子育ての援助活動に理解
と情熱がある人
・指定の講習会を修了した人

■申し込み期間
1月６日（月）から随時受け付けます

■申込・問合先
健康課　☎32-5121（担当：松原）

■講習カリキュラム
安全管理・事故予防・保育の心・子どもの

特性と関わり（詳細は申込時にご案内します。）

保育の資格などは不要！ こんな人はぜひ！

子どもとふれあうのが楽しい！
何か地域で役に立ちたい！

ファミサポは
ボランティアです。
「できること」を
「できる時間だけ」
の活動でＯＫです！

■対象　生後 6カ月から
　　　　小学校 6年生までのお子さん
■活動時間　午前 7時～午後 9時

60代・70代の人も
大歓迎です！

※万が一に備えて、保険にも加入します。（町負担）

大募集！詳しくは
左ページで！

※撮影協力　子育てふれあいセンターに通う親子の皆さん、地域の皆さん



アドバイザーから
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　 4月 1 日のサービス開始に向けて、 1 人でも多く
のお手伝いをしてくださる「まかせて会員」さん
が必要です。
　ここでは、よくあるまかせて会員さんについての
質問にお答えします。

ファミリー・サポート・センターＱ＆Ａ

ファミサポって何がいいの？

最初に打ち合わせをしてペ
アを決めます。その後はペア
同士でスケジュールを確認し
ながら自由に活動ができます
（活動前の報告は必要です）。
面倒な申請や書類の提出は不
要です。

気軽
万が一に備えて、保険に加

入します。保険料は町が負担
します。

安心
地域の中で、新しい出会

い、つながりが広がりま
す。

つながる

Ｑ．6　田舎の多可町に
　　　ニーズはあるの？

　町では、昨年10月に町内の小学校 6 年生までのお子さんが
いる家庭に対し、ニーズ調査を行いました。
　回答いただいた727世帯のうち、73世帯が「おねがい会員と
して登録したい」という結果でした。
　潜在的なニーズも含めると、必要とされている人はとても
多いと考えています。

Ａ１．　アンケートの結果、73世帯が利用したいと
　　　回答しました。

Ｑ．4　自分の子どもを見ながら預かってもいいの？

園の一時預かりはプロの保育士が預かってくれることが最
大の魅力ですが、事前申請が必要で、定員も限られていま
す。また、園の開所時間しかあずかることができません。
ファミサポは、お互いの同意があれば、時間帯や曜日を気に
せず利用できます。また、送迎活動も行っているので、習い
事などの送り迎えにも利用できます。（別途ガソリン代必
要）

Ａ．4　大丈夫です。

Ｑ.5　保育経験もないのに
　　　いきなり預かるのは不安・・・

　大事なお子さんをお預かりするために、
事前に資格を持った各分野の講師から、
十分な講習を行います。
　この講習を修了した人のみが、まかせて
会員として活動することができます。

Ａ．5　事前に講習を行います。

Ｑ．3　平日の昼間だけなら大丈夫なんですが・・・

Ｑ．1　どこで預かるの？

　ただし、お子さんの安全が確保される場所で
あれば、子育てふれあいセンターや公園などで
預かることも可能です。

Ａ.1　基本は、まかせて会員さんの自宅です。

Ｑ６．当日に、突然依頼してもいいの？

マッチングされているま
かせて会員さんの都合が合
えばＯＫです。ただし、活
動前に事務局に電話で報告
をお願いします。

Ａ６．まかせて会員さんの
　　都合が合えばＯＫ。

Ｑ．2　お金の支払いはどうするの？

Ｑ８．制度は信用できるの？

子育てふれあいセンター
　吉田　早苗

よろしく
お願いします！

ファミサポの目的は、ただ子どもを「預ける」「預
かる」だけのものではありません。地域が一緒になっ
て子どもの成長を見守り、支え合うこと、学び合う
ことに本当の意味があります。活動を通して、大人
にも子どもにも預ける側も預かる側も、新しい発見
がきっとあります。
　親が気付けなかった自分のお子さんの新しい一面
が見られるかもしれません。

ファミサポを通して、多可町全体がこどもの
成長を見守る
そんな繋がりになることを願って・・・

　「やってみよう！」という人はもちろん、「ちょっと話だけ
でも聞いてみようかな」という人も、お気軽にお問い合わせ
ください。あなたの「ほんの少しの善意の気持ち」が困って
いる若い世代の「大きな支え」になります！

※おねがい会員としてサービスを利用したい人について詳しく
は、広報４月号で掲載します。

■問合先　健康課　☎（32）5121

　活動が終わると、おねがい会員さんからまかせて
会員さんに謝礼金（利用料金）を支払います。
　このお金は、労働に対する賃金ではなく、お礼の
気持ちを表すものだとお考えください。

Ａ．2　その場で会員さん間で支払います。

　他のお子さんの預かりをしながら、場合によっては自分も
預けたい人は、おねがい会員とまかせて会員の両方を兼ねた
「どっちも会員」にご登録ください。例えば、ママ友同士で会
員になり、互いに預けあうことも可能です。

Ａ．3　大歓迎です！

？

　登録時に、活動可能な曜日・時間帯・活動内容・お預
かりできるお子さんの年齢などを詳しくお聞きします。
　無理のない範囲で活動していただけます。

どっちも会員
場合によって預けることも預かる
こともできる人

ファミリー・サポート・センターたか
４月１日スタート！

　ファミサポは、子育てを助けてほしい
人と助けてあげたい人から成り立つあった
かい活動です。
　そんなすてきな活動のお手伝い
をさせていただくことにな
りました。たくさんの会
員の皆さんとお会いできることを楽しみにしてい
ます！

アドバイザーは、ファミサポの会員
同士の連絡調整や活動上の相談など
を行うコーディネータです。




