
 

 

ファミサポはあなたと 
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            「ファミサポ」はファミリーサポートセンターの略称です。 

 

 

 

・引っ越し等で住所・電話番号(携帯を

含む)の変更があった場合、お子さん

の誕生など事務所へご連絡ください！ 

・活動の依頼・変更、キャンセルは、必

ず事務所へご連絡ください！ 

市民会館前バス停 
市民会館 

↑山手 

ルネサンス佐世保 

石村萬盛堂  

ファミリーサポートセ

ンター佐世保 

ふれあいセ

ンター 

名切グラウンド 

松浦町中央公園口バス停 

GS 

交通公園 

←市役所 佐世保駅→ 

国道35号 

・駐車場有り 

・市バス 

松浦町中央公園口下車徒歩約10分 

市民会館前下車徒歩約2分 

対応時間が変更になりました！ 

 平成23年4月1日より、対

応時間が変更になりました。 

10：00～17：00 

第1・3・5土曜日と日・祝日

がお休みとなります。 

編集後記 

 「宴会に出られないから会社を辞めました」

彼女はひとり親家庭。夜（宴会の時でも）子ど

も預かるよと言ってくれる会員さんを紹介し

た。その後新しい職場で母親は残業も宴会もこ

なした。本当は子育て中の人たちの厚遇が何よ

り。それが無理でも職場に理解があり、環境さ

え整えば彼女たちの人生は、子どもと共にもっ

と自分らしいステージになる。  

【センターからのお知らせ】 

お問い合わせ先 

 ファミリーサポートセンター佐世保 

【受託運営】NPO法人ちいきのなかま 

〒857-0024  

長崎県佐世保市花園町101-1 

         ふれあいセンター横 

Tel：0956-42-1848   

Fax：0956-42-4643 

E-mail:famsup@chiikinonakama.com 

http://www.chiikinonakama.com/ 

メールアドレスを          

教えてください！ 

  

 講座や交流会のお知らせをお送りし

たり、メールでのサポート依頼やご相

談の受付ができます。 

＊受付後ファミサポからお電話する場合もありま

す(^^) 

 下記、お問合わせ先のメールアドレ

スまで、お名前（フルネーム）を送信

してください。 

確認後、ファミサポより登録完了の

メールをお送りします。 

ドメイン指定受診設定をしている方は  

   chiikinonakama.com 

の設定をお願いします。 

＊いただいた情報はファミサポからのお知らせ以

外で使用することはありません。 



子育て中の“困った”をお手伝いします！！ 
 

パパ・ママだけでは乗り切れない子育ての SOS。 

特に子どもの預かりの手が必要な時にはファミサポにご連絡を。 

ファミサポは地域の支え合いで子育てを支援するシステムです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

＊まだ登録していないお知り合いの 

                     方へご紹介ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

Q：ファミサポってなに？ 

 

子どもを預けたい人と子どもを

預かりたい人がお互いに会員にな

って、地域で子育てサポート活動を

しています！ 

Q：どんな人に預かってもら

えるの？ 

 

 原則として、近所の方で、ファミ

サポの講座を受講後登録してくれ

た提供会員さんです。 

Q：どんな場所で預かってもらえるの？ 

  

基本預かってもらう提供会員さんのお宅となっています

が、ご希望やご都合によって依頼された方のお宅や地域の

支援センターなどでお預かりすることも可能です。 

 

Q：利用するにはどうした

らいいの？ 

  

まず登録をお願いします。 

その後、利用したい日時、内容をフ

ァミサポ事務所までご連絡下さい。

登 録 方 法 

・ファミサポ事務所で登録用紙へ 

 記入 

・ホームページの登録フォームへ入力

・ 電 話 で 登 録 用 紙 を 取 り 寄 せ 、

記入後郵送 
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会員特典 

・登録をしておけば、サポートが必要になった時に利用できます。 

・広報誌や講座案内を郵送します。 

・託児付きの楽しい交流会やイベントがあります。 

 

こんなご利用ができます！！ 

・お母さんが病院や歯医者に行きたいからその間 

預かってほしい。 

・美容院に行きたいけど、子ども連れでは行けない… 

・上の子の幼稚園の行事のとき、下の子を預かってほしい。 

・幼稚園のお迎えに間に合わないので、迎えに行って 

預かってほしい。 

・子どもの習い事の付き添いをしてほしい。 

・久しぶりにパパとデートしたい!       などなど 

  

 

ご利用料金 

平日 7:00～19:00 800 円／１時間 

   早朝・夜間   900 円／１時間 

 

土・日・祝日・年末年始 

   終日      900 円／1 時間 

 

 

 

必要な時にどうぞお電話ください。 

 

事前の打ち合わせも行いますので、安心して 

ご利用ください。 

 

困ったな～と思った時や育児相談など、こんなとき 

どうしたらいいの？と思ったら、ファミサポへご相談 

ください。 

           

サポートの流れ 

依頼会員（預けたい人）が

利用したい日時、内容を 

ファミサポに連絡 

  

  

ファミサポが提供会員  

（預かりたい人）を探す 

  

  

依頼会員と提供会員が 

事前打ち合わせ（顔合わせ）

  

  

サポート後、依頼会員が 

報告書を受取り、 

提供会員へ報酬を支払う 

  

  

提供会員が報告書を 

ファミサポへ提出 

３



会員さん紹介 
 

今回の特集では働きながら子育てをしているママをご紹介します。 

 

  

 

 

 

 

Q．お仕事をして良かったことを教えてください。 

A．いろんな意味で世界が広がり、元々仕事人間なので仕事がストレス発散になる 

時もあります。 

 

Q．苦労したこと大変だったことは何ですか？ 

A．職場での人間関係や自分の体調管理、仕事での自分とお母さんである自分との 

切り替えがうまくできない時が結構大変でした。 

 

Q．お子さんの病気の時はどのように対応されましたか？ 

A．母に預けられるときは預けましたが、無理な場合は病後児保育室へ。それも無理 

  な場合は仕事を休みました。病後児保育室の利用注のための遅刻・早退について 

は面接の時に伝えていました。 

 

Q．子育てに対する職場の理解度はいかがですか？ 

A．今の職場はとても理解ある会社だと思います。 

  同僚にも恵まれ、子育ての相談など気楽にすることが出来ます。 

 

Q．お子さんを（保育園・児童センター・ファミサポなどへ）預けてみていかがでしたか？ 

A．一人っ子なので、子ども同士で遊べる場があり、人とのつながりや広がりができ 

たことが良かったです。また、自分自身もいろんな人と出会うことが出来まし 

た。そんな中で、いい事も悪い事も覚えてくるので、物事の良し悪しだけは 

ビシッと教えるようにしています。 

 

Q．仕事と子育ての両立で心掛けていることは何ですか？ 

A．すべてにおいて全力である事です。仕事する時も、子どもとの時間も、疲れて 

だらだらする時も全力です(笑) 

今でも両立できているとは言えませんが、仕事が充実していてはじめて両立 

できていると私は思っています。 

４ 

T さん（３０代） 

お子さん：女の子（８歳） 

お仕事：サービス業・パート（５～８時間／日） 



Q．これから働こうとしているお母さんへメッセージをお願いします。 

A．子どもの年齢で違いますが、子ども中心の生活をしている間の働き方は 

サポートしてくれる人がいるかいないかで変わってきます。 

子育てしながら仕事をするからには（勤務時間など）できないことははっきり 

言わないと会社側もあてにしますし、急なお休みなどは迷惑がかかるし、自分 

もお勤めしにくくなります。 

自分が肉体的にも精神的にも病んでしまうとダイレクトに子どもに伝わります。 

子どもはよく見ています。 

お母さんは一人しかいない。 

お母さんが笑っていると子どもも笑ってくれます♪ 

私みたいに頼りない親だと、子どもが大きくなるにつれどっちが親なのか 

分からなくなるときもありますよ(笑) 

 

他にも．．． 

 

☆30 代男の子（２歳）のママ 

 私からひと時も離れず、他の人に抱かれようとしない息子が、１歳４か月のころ

から保育園に通うことに。慣れるのに時間がかかるかもという心配をよそに、あっ

という間に慣れ、いろんなことを学び吸収して、頼もしさを感じることもあります！ 

仕事を始めるに当たり、息子を人に預けることが一番の気がかりでしたが、子ども

はいろんな人と関わりながら成長するんだなと実感しました。 

 

注：病後児保育室の利用には事前の登録が必要です。 

 くすもと小児科（稲荷町、31-7828） あずま小児科 （瀬戸越、49-6600） 

 かんべ小児科 （木宮町、47-5711） さいくさ小児科（権常時、39-1005） 

 

 

 仕事と家庭の両立は難しいことですよね。両立のためにはバランスを取ることが

大事だと思いますが、そこに至るまでにも時間は必要かもしれません。 

家族みんなが笑顔で生活するためには、自分（ママ）だけがんばることが必ずしも

いいわけではなく、家族やまわりの人たちに手伝ってもらうことも大切だと思いま

す。 

（ファミサポママスタッフ） 

 

５



ファミサポイベント報告 

 

第 3 回交流会を開催しました！！ 

  

11 月 22 日・12 月 7 日交流会「ふぁみママくらぶ」を開催しました。 

 

 11 月 22 日はいろんな歌に合わせて手あそびや親子で体を動かしたり、タオルを

使って楽しく遊びました。 

12 月 7 日はクリスマス前ということで、ツリーやオーナメント作りをしました。 

表紙の尊行くんは完成したツリーをかっこよく見せてくれています(*^_^*) 

 

両日とも遊びの後はみんなでランチタイム♪ 

ママ同士のおしゃべりを楽しみました。 

 

回を重ねるたびに子どもたちの成長も喜び 

あえるひとときです。 

 

第 3 回会員養成講座開催しました！！ 

 

 11 月 9～11 日の 3 日間会員養成講座を開催しました。 

 

今回の講座で 6 人の提供会員さんと 1 人の両方会員さんが誕生しました。 

 

3 日間と長い講座ではありましたが、「子育て中のみなさんのお手伝いがしたい！」

とみなさんの熱い思いを感じました。 

 

 

今年度も残り少なくなりましたが、まだまだイベント開催予定です！！ 

 

次のページも 

６ 



第４回 ファミサポ交流会 

つかう 貯める  活かす 
～子どもと家族のマネープラン 保険編～ 

   

10 月に開催し好評だったファミサポ交流会の続編です。 

もっと詳しくお話を聞きたいとのリクエストにお応えして、今回は“保険” 

に焦点を絞り、お話をしていただきます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

           

岡本 啓子（おかもと けいこ）さん 

ファイナンシャルプランナー。 

平成 17 年より長崎県金融広報アドバイザー＊（事務局：日本銀行長崎支店内）として委託

を受け、県内各地でセミナー講師を務める。 

 

＊金融広報アドバイザー…「くらしの金融情報を、中立・公正な立場から広めてゆこう」と 

いう活動目的・社会的意義に賛同し活動する専門家。        

 

前回のアンケートより（一部抜粋） 

・教育資金や住宅ローンについて具体的に知ることができ、とても参考になりました。 

・老後を含めた将来の資金準備を今からすることが大切だということを知りました。家計簿

を再スタートしたいと思います。 

・今回のそれぞれの内容をもっと詳しく聞きたいです。 

７

平成 24 年 2 月 17 日（金） 10：00～11：30 

会場：ふれあいセンター内 ボランティア研修室 

  花園町 101-1 TEL0956-23-3900 

講師：金融広報アドバイザー 岡本 啓子さん 

対象：ファミサポ会員 

受講料：無料（託児あり：先着１０名） 

お申込み締切 2 月 10 日（金）まで 

＊電話・FAX・E-mail にてお申込みください。 




