
鹿 屋 市

新年度を迎えあわただしく月日が過ぎたかと思えば，はや今年も半分が過ぎようとしています。

会員の皆様には，日頃より当センターの活動へのご理解とご協力をいただき，誠にありがとう

ございます。

子育て家庭を取り巻く状況も多様化しているなか，子どもさんを独りにさせないためのこの活

動を，これからも会員の皆様と一緒に推進してまいりますので，今後ともよろしくお願い致しま

す。

産前・産後の家事支援（掃除・洗濯・買い物・食事作りなど）をおこないます。

家事

サポート会員さんが『預かり』をしています

サポート会員さんが『送迎』をしています

サポート会員さんが『家事支援』をしています

令和3年度 ファミリー・サポート・センター年間行事報告

令和

会員数

フォローアップ講習会
令和３年11月16日(火)

リナシティかのや２階にて(19名出席)

 乳幼児の緊急救命及び事故防止について 

講師 日本赤十字社鹿児島県支部

砂原 加津代 氏

緊急救命の実技をおこないました

講習会 年３回

リナシティかのや２階にて

●会員になるための講習会です●

３回の講習会で合計13名の方が登録されました

「子どもの発達と遊び方」について「子育て支援の仕組み」について

「幼児期に起こりやすい事故とその

予防及び手当」 について

第１回講習会 R3.6.11(金)

第２回講習会 R3.10.28(木)

第３回講習会 R4.2.27(日)

全体交流会 令和４年１月２０日(木)リナシティかのや３階にて(１６名参加)

講師：中原 真己 氏

“楽しく体を動かせて体のコリをほぐす運動”

体験発表

枝元さん（両方会員）と脇田さん（サポート会員）に支援の利用や提
供を通して感じたことなどをお話していただきました。

講師：中原 真己 氏

“楽しく体を動かせて体のコリをほぐす運動”

全体交流時の託児の様子

※救命講習はサポート・両方会員を対象に，少なくとも

５年に１回の受講が義務づけられています。



令和3年度 ファミリー・サポート・センター年間行事報告

令和

会員数

フォローアップ講習会
令和３年11月16日(火)

リナシティかのや２階にて(19名出席)

 乳幼児の緊急救命及び事故防止について 

講師 日本赤十字社鹿児島県支部

砂原 加津代 氏

緊急救命の実技をおこないました

講習会 年３回

リナシティかのや２階にて

●会員になるための講習会です●

３回の講習会で合計13名の方が登録されました

「子どもの発達と遊び方」について「子育て支援の仕組み」について

「幼児期に起こりやすい事故とその

予防及び手当」 について

第１回講習会 R3.6.11(金)

第２回講習会 R3.10.28(木)

第３回講習会 R4.2.27(日)

全体交流会 令和４年１月２０日(木)リナシティかのや３階にて(１６名参加)

講師：中原 真己 氏

“楽しく体を動かせて体のコリをほぐす運動”

体験発表

枝元さん（両方会員）と脇田さん（サポート会員）に支援の利用や提
供を通して感じたことなどをお話していただきました。

講師：中原 真己 氏

“楽しく体を動かせて体のコリをほぐす運動”

全体交流時の託児の様子

※救命講習はサポート・両方会員を対象に，少なくとも

５年に１回の受講が義務づけられています。



令和3年度活動状況

会員数(令和4年３月末現在)

講習会や交流会のご案内，出欠の返事，ファミサポだよりの発送などがデータ通信で可能になりました。ご

希望の方は，下記のとおり手続きをお願いします。

公式ＬＩＮＥアカウントが出来ました

 手続きの流れ

①

②

③

QRコードを読み取る

【Aの画面】

・鹿屋市ファミリー・サポート・センター

公式アカウントの画面で追加ボタンをタップ

して，友達を追加する。

【Bの画面】

・鹿屋市ファミリー・サポート・センターより下

記のメッセージが届きますので，フルネームを入

力したら返信する。

「〇〇さん 友だち追加ありがとうございます。

今後の事務連絡をスムーズに行うため，ファミサ

ポ会員として登録済のお名前をフルネームで入力

して返信をお願いします。」

手続きをすることによって可能になること❢

①今まで，はがきや封書で郵送していた講習会や交流会のご案内をデータでお届けします。

②講習会や交流会の出席の申し込みが出来ます。

③ファミサポだよりをデータでお届けします。

④その他，センターとの連絡に利用できます。

＊この手続きを利用されない会員は，今までどおりの方法で連絡をします。

令和3年度の活動は，習い事の送迎が全体の44％，保育施設等まで

の送迎が23％，その他が22％でした。その他の内訳は，面会交流時の

送迎や，発達支援センターへの送迎などです。

合計 666　名

利用会員 335　名
サポート会員 290　名
両方会員  41　名

 以上で登録完了です

【Aの画面】 【Bの画面】

活動内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 合計
保育施設等の保育開始時や保育終了後の子どもの預かり 3 3
保育施設等までの送迎 7 7 8 10 21 25 28 25 19 18 32 200
放課後児童クラブ終了後の子どもの預かり 2 2
学校の放課後の子どもの預かり
冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の子どもの預かり 1 1 2
買い物等外出の際の子どもの預かり 4 4 6 2 2 2 5 1 3 4 3 7 43
家事援助 1 14 13 3 3 2 3 4 43
習い事等の送迎 39 26 36 31 24 25 34 39 34 32 23 32 375
その他 4 6 22 21 16 11 18 18 18 17 12 23 186
合計 54 49 72 78 55 60 83 89 83 74 59 98 854



【 問合せ先 】

社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会 （鹿屋市                事務局）

〒893-0009

鹿屋市大手町１番１号 リナシティかのや ２F  福祉プラザ内

電 話 ： (0994)44-2277 FAX (0994)44-7757 

Ｅ   ： ｆａｍｉ－ｓｕｐｐｏ＠ｋａｎｏｙａｓｙａｋｙｏｕ．ｊｐ

センター開設時間 9:00～17:00／月～金 （土日・祝日・年末年始は休みです）

 会員のみなさまへ

・住所，連絡先の変更や，出産情報(赤ちゃんの

名前や生年月日など)は，必ずセンターにお知らせ

ください。
 利用会員さんへ

・サポート会員さんへ援助をお願いしたら，セン

ターへ必ず連絡してください。（無届の場合は,保険

の対象になりません。）

 サポート会員さんへ

・活動報告書は，翌月の５日までの提出となって

おります。ご協力をお願いします。

◆お引越しなどで，センターからの文書が宛先不

明で返ってきたり，連絡がとれない場合は，退会処
理をさせていただきます。

◆センターに登録されている氏名や住所と，住民票

の氏名や住所が異なる場合は，センターから確認

のご連絡をさせていただいております。ご協力をよ

ろしくお願いいたします。

◆子どもさんが産まれても，センターに登録がない

とサポートの対象とならない場合がありますので，

必ずセンターにご連絡ください。

◆登録された末子が小学校を卒業(子どもさんに障

がいがある場合は１８歳まで)された方は，退会の

手続きをさせて頂いております。

ご注意下さい！センターからのお願い

「緊急救命講習及び事故防止」に関する講習について

現在，標記講習会を年１回開催のフォローアップ講習会で実施しておりますが，日程の都合が合わない会員の皆様

も多いと思います。

そこで，今年度は一人でも多くの会員の皆様に受講していただくため，「会員になるための講習会（年３回開

催）」にあわせて実施することとしましたので，ご出席いただきますようお願いいたします。要予約

開催日時・場所

第１回 令和４年６月２２日（水）11：00～12：00 リナシティかのや２階 情報研修室

第２回 令和４年１０月中旬（予定）

第３回 令和５年２月中旬（予定）

受講対象者

入会して５年以上経過し，それ以降もセンターの実施する救命講習を受けていないサポ－ト会員‣両方会員

※入会後５年以上経過していない会員や緊急救命の知識を深めたい会員も大歓迎です。

持ち物

・会員証

受講カード

・初めて受講する会員は講習会当日発行します。

・すでに本講習会を受講された会員は発行済みのカードをご持参ください。

重要 サポート会員・両方会員の皆様へ
国の要綱で，援助をおこな

う会員全員に５年に１回の

受講が義務づけられています。
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