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子育て

経験を

生かしたい

しっかり学べて

安心の活動

子どもたちの

元気のために

あだちファミリー・サポート・
センターは…

▲

あだちファミリー・サポート・センター事業は、子
育てを地域で助け合う会員制のサービスです。子育
ての支援を受けたい方（利用会員）と、子育ての応援
をしてくださる方（提供会員）をつなげます。
センターでは現在、提供会員を募集中です。地域
の子育てを応援したい熱意のある方をお待ちしてお
ります。
詳しくは２面参照

まちの根っこわーく

………………………P3
………………………P4

INFORMATION ………………………P4
● 声／ささえあいクイズ

空いた

時間を

有効に活用したい

頑張っている
ママやパパを

応援したい

高まる子育て支援ニーズ
あだちファミリー・サポート・センターの現在の利
用会員は2,410名、子育てをサポートする提供会員は
265名。集合住宅など子どもの多い地域では、サポー
トを受けたくても提供会員の人数が少なく、受けるこ
とができない方もいます。
必要なときには子育て支援を受けて、余裕がある
ときに支援する「両方会員」も大歓迎です。お互いに
時間のあるときに活動して、地域全体で子育て家庭
をサポートしましょう。

支援してほしい

支援します

提供会員＝265名
利用会員＝2,410名 （令和3年4月現在）

足立区社会福祉協議会 〒120-0011 足立区中央本町１－１７－１ 足立区役所南館１１階 ☎ ３８８０-５７４０ ＦＡＸ３８８０-５６９７

社会福祉協議会は、地域の皆さまとともに、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり（地域福祉）を目指して活動している民間の非営利団体です。
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求む！ 地域の
子育てサポーター

あだちファミリー・
サポート・センター
提供会員募集中！

令和2年度決算報告

子どもたちからパワーを
もらっています

「助かりました！」
「活動してよかった！」の
声がいっぱい

私たちも子育てのときに、ご近所さん
から手伝っていただいたので、困っている
親御さんのお手伝いができればと、提供
会員になりました。子どもたちが、話題に
なっているニュースや星の話を教えてくれ
るので、私たちも色んなことを勉強して
覚えなくてはと本を読んだり、パワーを
いただいています。
「夫の定年を機に２人で活動するようになり
小学６年間ずっと預かっていたお子さ
ました。ボール遊びやゲームなどの遊びは、
んが、何かあるたびに訪ねてくれて、
「近
夫の担当です。」
と言う郁子さん
所のおじちゃん、おばちゃん」でいられる
喜びを感じます。

利用会員 川手さん

アドバイスもいっぱいもらえて
助かりました
子どもが７か月の頃に急きょ仕事復帰が決まりました。
年度の変わり目で保育施設の空きもなく困っていたとき
に、ファミリー・サポート・センターに出会いました。
お世話になった提供会員の方は、子育ての大ベテランで
したので、遊びかたも子どもが喜ぶ方法を知
っており、毎日たくさん遊んでもらって帰っ
てきました。離乳食の進め方やミルクのバラ
ンスなど、気負わずにできる方法など的確な
アドバイスをもらえたことで、とても助かり
ました。

提供会員 山内さん（活動６年目）

子どもの成長に
関われたことがうれしい

求む！ 地域の
子育てサポーター

提供会員 佐藤さんご夫婦（約20年間活動）

あだちファミリー・
サポート・センター
提供会員募集中！

還暦を迎えて、何か私ができることで
地域に恩返しをしようと思ったことが、
きっかけです。この活動を始めて、子ども
がどんどん成長していく様子を見ること
ができて、うれしく思いました。
私の場合、朝の見送りの活動が多く、
私自身の生活のリズムが整う効果も。そ
の上少しでも役に立っているのがうれし
くて、生活に張りができました。
「はじめはおどおどしていた子も、いつ
本来なら出会うはずのない方と、ご縁 のまにか膝に乗って甘えてたりして。こ
ができて、社会のつながりを強く感じら の瞬間がうれしいです。」と山内さん
れます。

利用会員 横山さん（学童保育室への送迎に利用）

子どもにとっても
頼れる大人が増えて良かった
実質的な送迎時の安心感もありますが、何より子
どもに「頼れる大人」が増えたことが、とても良かっ
たと感じています。ふつうの小学生では、関わる大
人は親と先生（学校、学童保育室、習い事など）くら
いですが、親でも先生でもない大人という存在が、
子どもにとってとても心強かったようです。
提供会員さんと、お話をしながら学童保育室へ行
くのがとても楽しいようで、家に帰ると「飯島さん
と、こんな話したよ！」と報告してくれます。

「幼いながらに親以外の大人との交
流から刺激があったと思います。」
と
いう利用会員の川手さんご一家
提供会員の飯島さんと移動中

あだちファミリー・サポート・センターの活動のながれ
● 区内在住・在勤で、6ヶ月以上12歳

● 区内に在住し、
センター指定

以下（小学生）の子どもの保護者
● あだちファミリー・サポート・センタ
ーに利用会員の登録をしている方

の講座を受講した方
● あだ ちファミリー・サポー
ト・センターに提供会員の
登録をしている方

利用会員

6

3
1

利用の
申し込み

4

三者面談

5

援助活動

7

2
3

利用の申し込み
活動の依頼
提供会員の紹介

利用の申し込みを相談員が受け付けると、お
互いの希望や条件に合う会員を紹介します。
4

三者面談

利用会員、提供会員、相談員の三者が揃って
面談を行います。お互いの希望をうかがい支援
内容を調整します。
5

利用料金（謝礼）
の支払い

提供会員
の紹介

利用したい方と
援助したい方を
つなげます

提供会員

1

援助活動

6

利用料金（謝礼）の支払い

援助活動が終わったら、利用会員が直接、利用
料金（謝礼）を提供会員に支払います。

活動の報告

●利用料金（謝礼）
（１時間あたり）
基本時間

2

平日の午前8時～午後6時
500円
基本外時間
平日の午前6時～午前8時、
午後6時～午後10時と土・日・祝日
800円
※その他、区からの助成があります。

活動の依頼

あだち
ファミリー・サポート・
センター
● 相談員が相互の調整をします。

/２/

7

活動の報告

活動内容を報告書に記入し、センターの相談
員に報告します。

提供会員として登録するには

まずは説明会に
参加してください
●提供会員登録説明会日程
今年度の説明会は３回あります。右表
のいずれかにお申し込みください。

日時

会場

8月 20日（金） 午前10時～正午 （こども支援センターげんき）
9月 24日（金） 午前10時～正午 （こども支援センターげんき）
10月 11日（月） 午前10時～正午 （あいあいサービスセンター）

登録時研修（Ａ、B
いずれかを受講）

登録時研修は、子育て支援の活動に従事するうえで
必要な、子どもの発達や保育などについての知識や技
能を習得する内容です。

A

しっかり学べて
安心の研修

６日間の短期研修
夏または秋に１日７時間程度開催
秋の短期研修の日程
10月 20日（水）
10月 21日（木）
６日間全22講座
10月 22日（金）
時間：午前9時30分～
10月 26日（火）
午後5時
10月 27日（水）
10月 29日（金）

（全９講座＋救命講習）の長期研修
B 月１～２回
１日２～４時間程度、活動開始までに約１年程度
かかります。開催日は説明会でご案内します。

子育て支援の講座

心肺蘇生法／普通救命講習（乳幼児対
象）
。テキスト代1,500円は有料です。

支援希望の曜日や時間帯、支援できる
内容を登録します。

子どもにとって最も大切なことは、社会の構成員としてそ
の時代を支える役割を担った大人に成長することだと思いま
す。生育段階にある子どもを支えて、その道筋を示すのはそ
の時代の大人達の務めであり、目まぐるしい成長・発達を遂
げている子ども達を、的確に支援し導く必要があります。
ファミリー・サポート・センター
事 業は地 域の相互 援 助を基 盤
に、保護者の補完的役割として、
この子ども達の心身の発達を支
える使命を担っています。

活動を始めてからのフォローアップ
あだちファミリー・サポート・センターで
は、会員間の親睦を深める交流会や、安心
して活動を続けられるよう、必要な技能を
習得する講座・研修を行っています。

看護師・佐藤 純氏に
よる感 染 症 予 防 の
講座
（令和２年開催）

あいあいサービスセンター

足立区西新井2-11-4

TEL 03-3856-0274 FAX 03-3856-0299

受付時間：月曜日～金曜日（土、日曜日、祝日、12月29日～1月3日
を除く）午前8時30分～午後5時

令和２年度
決算報告

皆様からお預かりした会費・寄附金は、
おはよう訪問、車いす貸出、ボランティア
活動助成事業などに使わせて頂きました。

収入
会費収入

Q１

研修はすべての科目を
受講しなければ
なりませんか？

A ２年以内（初回受講年を含

む）に、選択した研修のすべて
の科目を受講してください。
なお、保育士・社会福祉士・
子育て支援員研修・子育てホ
ームサポーター養成講座を修
了した方は、一部免除科目があ
ります。

Q2

送迎だけの協力でも
いいですか？

A 送迎だけの依頼もあります。

Q3

食事やおやつを
お子さんに
与えてもよいですか？

A 食べ物は、お子さんの保護者

に用意してもらうことになって
います。提供会員の方に、お子
さんの食べ物を用意していただ
くことはありません。

Q4

提供会員の登録に
費用負担はありますか？

大正大学名誉教授 医学博士
中村 敬先生の講座
（令和元年開催）

足立区社会福祉協議会

研修や活動についての疑問

自宅でお子さんを預かるのが
難しい方は、送 迎だけの協力
でも活動していただけます。

本登録

研修にご協力いただいている
中村先生から

あだちファミリー・サポート・
センターへの
お申し込み・お問い合わせは

Q&A

提供会員として活動をしたい方は登録が必要です。登
録にあたっては、1の登録説明会への参加と、2登録時
研修（Ａ、Bいずれか）をすべて受講していただく必要が
あります。

10億5,172万8,108円
8,684,289円

寄附金収入

26,369,258円

補助金収入

587,083,761円
135,547,091円

受託金収入
事業収入

37,991,937円

介護保険事業収入

障がい福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入

190,469,833円
51,941,371円
6,665,291円
6,975,277円

その他の収入

支出
法人運営事業

A ありません。

活動中の事故に備えて保険
に加入しています。費用はセン
ターで負担しています。

10億3,985万5,636円

地域福祉事業

ボランティア活動推進事業
助成事業

7,134,748円
3,366,281円

64,260,785円

障がい福祉サービス事業

46,374,111円

福祉サービス利用援助事業
歳末たすけあい運動事業

基幹地域包括支援センター
受託事業

障がい者保護雇用清掃事業

/３/

31,072,897円

生活福祉資金貸付事業

地域包括支援センター関原事業

※「令和2年度決算報告」については、足立社
協ホームページに掲載している、資料「令和2
年度決算のあらまし」をご覧ください。

524,528,761円

19,488,652円
1,036,569円

135,657,628円
63,795,587円
66,153,499円
76,986,118円

地域に根ざした、人と人とをつなぐ活躍を紹介します。

『お手紙通信』
が
つなぐ絆
サン

サン

一人暮らし男性の健康維持を

サン

男の健康クラブ 日・東・旭
代表の中石さん、中山さん、
望月さんで「お手紙通信」の
封入作業

地域に暮らす高齢男性なら誰で
も参加できる、居心地の良い場を
つくろうと、2018年（平成30
年）に活動をスタートしたふれあ
いサロンです。ネーミングは日ノ
出町・東町・旭町の３町会の頭文
字をとったもので、３つとも太陽
に関係のあることから「サン・サ
ン・サン」と呼びます。
活動の大テーマは、高齢男性（特
に一人暮らし）の健康維持で、歴
史散歩やカラオケ、健康体操な
ど、幅広く健康につながるイベン
トを月１回開催しています。行事
案内のチラシも自前でつくり、初
めての人でも気軽に参加できるよ
うな雰囲気づくりを心がけていま
す。おかげで活動の参加者も毎回
１０人ほどとサロンを楽しみにす
る人も増え、定着してきました。

『お手紙通信』を手分けして投函
地域包括支援センター日の出と打ち合
わせ

昔の千住の写真や懐かしい子どもの
写真がならぶ、
「お手紙通信」の４月号
掲載記事

お問い合わせ

基幹地域包括支援センター 地域福祉課
TEL 6807-2460 FAX 5681-3374

｜

I N F O R M A T I O N
小久保隆氏会長就任

足立区社会福祉協議会の会長である中田貢弘氏
（７７歳）が、令和３年２月２１日に逝去されま
した。
中田氏は、平成１１年に副会長に就任、平成２
６年３月２日には会長に就任され、２１年の長き
にわたり社協を先導されました。
当会設立６０周年記念事業や徽章・会旗の制作
など組織強化に努めるとともに、災害ボランティ
ア登録制度を創設しました。また、鹿沼市社会福
祉協議会と「災害時にお
ける活動等の協力に関す
る協定」を締結するなど
数々の功績を通じ、区域
を超えた地域福祉の向上
に尽力されました。
謹んで哀悼の意を表
し、心よりご冥福をお祈
りいたします。

新たに、令和３年３月１５日、
小久保隆氏が就任しました。

＜小久保氏略歴＞
平成２３年～
平成２６年～
平成２６年９月１０日～
令和 ３年３月１５日～

あだちファミリー・○○○○・センター

声

評議員
理事
副会長
会長

１日目

令和3年8月3日(火) 午後2時15分～午後4時15分
足立区NPO活動支援センター

２日目

8月6日(金)
午後2時15分～午後4時15分
足立区総合ボランティアセンター

３日目

8月12日(木)
午後2時15分～午後4時15分
足立区NPO活動支援センター

連絡先

足立区総合ボランティアセンター
TEL
3870-0061
メール volunteer@adachisyakyo.jp

63号（令和3年3月号）
「特集：第３次足立区地域福祉活
動計画づくりがスタートしまし
た。」を読んで…。 （原文掲載）

●高齢者・障害者を取り巻く環境は、コロナ禍により更
に逡巡するような状況を呈しています。しかし、今を乗
り越えるため、更に新たな活動経過の完成のために活
動して頂いておられる皆様に感謝いたします。
「礼に始
まり礼に終わる」日常の何気ない挨拶から仲間意識を
醸成し、住みやすい環境作りを目指す、微力ながらご協
力させていただきます。最後に地域のエッセンシャルワ
ーカーの皆様に感謝いたします。
「地域を支えていただ
き、ありがとうございます」
（足立区梅田 Oさん）
●「あだち社協」毎回楽しみにしています。高齢化が進
む現在、いかに健康寿命を伸ばして日々を楽しんで生活
できるか？ ヒントを頂いています。
（足立区江北 Kさ
ん）

/４/

緊急小口資金、
総合支援資金
（初回貸付、再貸付）の
特例貸付についての
申請受付期間が
令和３年8月末日まで
延長となりました。
お問い合わせ

生活支援課 TEL 080-4163-9296
TEL 080-4157-0895
FAX 3880-5697

（平日 午前9時～午後5時）

次回は 月１日発行予定です。

あなたの
ご意見・ご感想を
お待ちしています

〒120-0011 足立区中央本町1-17-1
足立区社会福祉協議会 企画経営課

中学生以上の方で、小学生の夏休
みの宿題等をお手伝いしてくれるボ
ランティアを以下の日程で募集して
います。一日だけの参加でも大丈夫
です。お手伝いしていただける方
は、足立区総合ボランティアセン
ターまでご連絡ください。
活動日時・場所

ささえあいクイズ

クイズの応募先

学習支援等ボランティア募集

足立社協の講座やイベント情報は、
毎月
「公社ニューストキメキ」（足立区全戸配布）
にも掲載しています。

会長 中田貢弘氏逝去

○○○○に入ることばは？
ヒントは1面にあります。はがき
またはホームページ専用フォームよ
り、答え、住所、氏名、年齢、感想を
記入のうえ、お申し込みください。
抽選で30名様に、だいき＆こえだ
オリジナルキャラクターグッズを差
し上げます。８月３１日（火）当日消
印有効。発表は発送をもってかえさ
せていただきます。

ところが、昨年度は新型コロナ
感染拡大防止のため、サロンを開
催することができなくなりまし

た。参加者が引きこもりがちにな
り、心身機能が低下したり、不測
の事態につながることが心配でし
た。参加者同士の絆が希薄になる
ことも危惧されます。そこで、サ
ロン代表の中石さん、中山さん、
望月さんは月１回『お手紙通信』
を作り、参加者の自宅に投函する
活動を始めました。
内容は、昔の千住の写真や子ど
ものころの遊びや漢字クイズな
ど、少しでも楽しんでもらおうと
工夫した内容です。３人がクラブ
のメンバー宅約30戸を戸別に配っ
て歩いています。「参加者にはこの
地域に生まれ育った人や、住んで
40年ぐらいになる人もいます。通
信の内容を充実させるために、皆
さんの子ども時代の話を聞かせて
欲しい。」と中石さんは話してい
ました。思いを込めたメッセージ
が、皆さんに届いていることで
しょう。

「あだち社協」
は、区民事務所や駅の情報スタンドなどに設置しております。
必要な方にはお近くの設置場所をご案内しています。 企画経営課☎３８８０ ５７４０

まちの根っこわーく
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