
（基礎研修会に参加すれば、おねがい会員からどっちも会員に変更も可能です。）
子育てを終えられた方も子育て中の方も地域の子育てに参加してみませんか？

ファミリー・サポート・センターでは援助活動のほか、研修会、交流会も行い会員同志の絆も深めています。
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・センターからの郵便物が宛名不明で返送され電話での連絡も取れない場合｡
・一番下のお子さんが小学校を卒業された場合。
・その他会員の資格がなくなった場合。

退会となる場合

開設時間 月曜日～金曜日　午前７時～午後７時
土曜日　　　　　午前７時～午後５時
※ただし、午前7時から午前9時、午後5時から午後7時
　までは電話対応のみとなりますのでご了承ください。

休　　み 日曜、国民の祝日、年末年始

Eメール famisapo@jcom.home.ne.jp

会員は事故に備え（財）女性労働協会を保険契約者とする「ファミリー･サポート・センター補償保険」に自動的に加入します。

●東西線浦安駅前、東京ベイシティ交通バス④⑧⑫番線
で『市役所入口郵便局前』下車、徒歩3分

●京葉線新浦安駅北口、東京ベイシティ交通バス⑤番線
で『東野保育園』下車、徒歩1分

●京葉線新浦安駅南口、又は舞浜駅南口おさんぽバス
「舞浜線」で26番『総合福祉センター』下車すぐ

●京葉線新浦安駅から徒歩20分

ファミリー・サポート・センターからのファミリー・サポート・センターからの

　会員の資格は、市外に転出などで退会される場合を除き、現在登録をしている一番下のお子さんが６年生になるま
で、毎年更新されます。なお、出産や転居などにより、登録内容に変更が生じた場合は速やかにご連絡ください。

●お  ねがい会員／1,200円　　●どっちも会員／600円　　●まかせて会員／無料

交
　
通

所在地
〒279-0042　浦安市東野1-7-1
浦安市総合福祉センター
社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会内

（子ども一人あたりの報酬の額です。）

4ヶ月～
小学6年生

新生児

病後児

宿　泊

報酬の額

1時間あたり 700円

1時間あたり 900円

1時間あたり 1,100円

1時間あたり 1,200円

1時間あたり 1,100円

1時間あたり 1,200円

1泊 8,000円

通常報酬を加算します。

お知らせ
※一度退会した方が再入会
される場合は、再度、入会
費を納めていただきます。

入会費

補償保険の加入

区　分

月曜日から金曜日までの午前6時から午後10時

土曜日、日曜日、祝日、休日及び
年末年始（12/29～1/3）並びに上記以外の時間

月曜日から金曜日までの午前6時から午後10時

土曜日、日曜日、祝日、休日及び
年末年始（12/29～1/3）並びに上記以外の時間

月曜日から金曜日までの午前6時から午後10時まで

土曜日、日曜日、祝日、休日及び年末年始

午後10時～翌午前6時まで

前後必要な時間

入会するには？入会するには？ 会員登録希望の方は申込みの上、説明会に参加してください。説明会に参加できない場合、個別説明もします。

利用料金は？利用料金は？ 援助終了後、おねがい会員がまかせて会員（どっちも会員）に下記の報酬を支払います。

うらやすファミリー・
　　 サポート・センター

047-700-6601電話 047-700-6602FAX
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■ どっちも会員（特別会員含む）
■ まかせて会員（特別会員含む）
■ 合　計

217人
324人

1,751人

2,292人

H14〜H26の会員人数の推移

当代島・北栄・海楽
84名

猫実・堀江
59名

美浜・入船
78名

日の出・明海
110名

今川・高洲
91名

富岡・弁天・舞浜
50名

東野・富士見
69名

まかせて／どっちも会員

合計541名

地区別 まかせて・どっちも会員の割合

会員数（H26.2.14現在）

平成24年４月〜 27年１月援助活動内容と件数

  総活動件数 4,605件そ の 他　　302件

習い事への送迎1位 1,303件 保護者等の買い物等
外出の場合の援助6位 285件

保育所・幼稚園の迎え及び
帰宅後の預かり2位 997件 保育所・幼稚園の送り7位 252件

保育所・幼稚園の迎え3位 380件 保護者等の短時間・
臨時就労の場合の援助8位 169件

保育所・幼稚園の登園前の
預かり及び送り4位 356件 学童の放課後の預かり9位 101件

学童保育の迎え及び
帰宅後の預かり5位 333件 保護者等の病気、

その他急用の場合の援助10位 97件

活動の報酬の支払いは済んでいますか？
◦活動の報酬の支払いはひと月ごとに月末までに済ませてください。支払いが済まないと、まかせて・どっち
も会員は、センターに援助活動報告書を提出することができません。支払いが済んでいない場合、次回から
の依頼を受け付けできませんので、ご注意ください。また、ファミリー・サポート・センターの活動は有償
ボランティアですので、まかせて・どっちも会員が集金はしません。おねがい会員から早めに連絡をとり、
必ず月末、月初には支払いを済ませてください。

依頼について
◦活動を依頼する際には、依頼したい日時を決めてからご連絡く��
ださい。
　事前打ち合わせのみの設定はできません。
◦当日キャンセルの場合は、キャンセル料が発生しますので、
ご注意ください。
　�ただし、病後児の依頼については、医者により病児と判断され
た場合に限り、キャンセル料は発生しません。自己都合や連絡
がない場合は病後児であってもキャンセル料は発生しますの
で、ご注意ください。

以下の場合は必ずセンターにお知らせください。
◦入会時の登録内容に変更があった場合（住所変更、転出、出産、電話番号など）
◦依頼内容に変更があった場合や継続していた依頼を終了するとき
◦おねがい会員が、直接、まかせて会員に依頼したとき
◦依頼をキャンセルしたとき（依頼をキャンセルされるときは、先にまかせて会員に連絡してください）
◦まかせて会員の方たちが、援助活動報告書の提出期限（毎月10日）がやむを得ず遅れる場合

センターからのお願い



まちのおんがくやさん
「クッキーちゃんのやんちゃワイワイコンサート２スペ
シャルバージョン」
うたのおにいさん、おねえさん、着ぐるみのクッキーちゃ
んも登場し、楽しい歌やトークを届けていただきました。
「チェッコリ」という歌では、子どもも大人も大はしゃぎで
踊り、会場が盛り上がりました。ピアノやマリンバの演奏
もたいへん聴きごたえがあり、次から次へと繰り出される
プログラムに笑顔がいっぱいにはじけました。アンコール
のサービスも行われ、盛りだくさんのコンサートでした。

アロマ講座・ルームスプレー作り
アロマセラピーについて知りたい、これから使いたいという会員
の方に向けて、アロマ講座を行いました。アロマセラピーの基本を
学んだ後で、それぞれ好みの香りの精油を調合し、ルームスプレー
を作りました。アロマについて話を聞く皆さんの真剣な表情とルー
ムスプレー作りを楽しむ明るい笑顔が印象的でした。今後もぜひ、
リフレッシュや健康のサポートに皆さんの家庭で、アロマを活用し
ていただけるとうれしいです。

味の素川崎工場見学と川崎大師散策
食事を提供する活動も多い中、少しでも、まかせて会員・どっ
ちも会員のみなさんの活動の参考になればと、味の素川崎工場を
見学し、だしについての様々な知識を習得してきました。川崎大
師では、近づきつつある秋の気配を
感じながら、風情のある街並みを散
策し、これからの活動の無事安全を
祈願してきました。

事例発表と乳幼児救命救急講習会
まかせて会員とどっちも会員の２名の方に事例発表をして
いただきました。
お二人とも会員歴１０年以上と長くファミリー・サポート・
センターの活動を支えてくださっています。お子さんとのか
かわり方や言葉かけなど、たいへん参考になりました。また、
愛情たっぷりに活動してくださっている様子に頭が下がる思
いでいっぱいでした。後半は、消防本部の方による乳幼児救
命救急講習会を行いました。人形を使っての演習にみなさん
真剣に取り組まれていました。研修会終了後のアンケートにも「時間が立つと忘れてしまうので、定期的
にこのような研修があるとよい」というご意見を多くいただきました。今後も安全な活動の一助となるよ
うに様々な研修を行って行きたいと思います。

まかせて会員・どっちも会員研修│平成26年10月8日㈬ まかせて会員・どっちも会員フォローアップ研修│平成27年1月16日㈮

平成26年度 全体交流会│平成26年5月25日㈰ 全体研修会│平成26年9月25日㈭

～マヤーと○○がやってくる～
ロマニーさんをご存じですか？主に浦安在住の方が活躍して
いるパフォーマンスチームです。全体交流会では、なんと身長
３メートルにもなるスティルト（足長の道具名）を使用した、
迫力のあるパフォーマンスを行ってくれます。かわいいネコの
マヤーちゃんも遊びにきます。なぞの○○もやってきます。
はたしてなぞの○○とはだれでしょうか？いっしょに楽しい
時間を過ごせたらと思います。みなさん奮ってご参加ください。

平成27年度 全 体 交 流 会 の お 誘 い
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日　時 平成27年6月7日（日）
 13:00 ～ 14:30（開場12:30）
場　所 浦安市文化会館 小ホール
参加人数 先着300名（全会員とそのご家族）
参加費 無料
保　育 なし
申し込み方法
このおたよりが到着後から5月20日（水）までに電話にて申し込

んでください。ただし、人数に達した時点で申し込みを締め切ります。
すべての席を無駄にしないためにもキャンセルの際には、お早め

にご連絡ください。また、当日キャンセルのないようにお願いします。
なお、駐車スペースも限られておりますので、バスなどをご利用

ください。
申し込む際には、氏名、会員番号、参加人数（大人何名、子ども

何名）、お子さまの年齢を伝えてください。1歳未満のお子さんはな
るべく保護者のひざで観覧してください。

問・申し込み　　TEL　700-6602

アドバイザー紹介

「ロマニーとあそぼう！」
お申し込

みはお早
めに！


