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利用時間と謝礼の基準 
 

依頼会員…市内に在住・在勤・在学で生後５７日目～小学６年生までのお子様の保護者の方 
提供会員…市内に在住の２０歳以上の方で、心身共に健康で積極的に援助活動ができる方 
両方会員…依頼会員、提供会員両方を兼ねる方 
産前産後会員…市内に在住し家事・育児などが出来る家族がいない妊娠届出以降の妊婦～産後５６日 
（多胎児の場合は６か月）までの方     利用時間は午前９：００～午後６：００までです。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひとり親等ファミサポ利用料の助成があります。 
（所得制限あり・詳細は市役所子育て支援課へ   ☎043-484-6246） 
車で送迎の場合には、１ｋｍにつき２０円の交通費が別途必要となります。 
自動車保険・・・車の事故につきましては、該当車の所有者が加入している保険をご利用ください。 
補償保険制度…援助活動中の万が一の事故に備えて、利用者は保険に加入します。 
               (補償保険料はセンターが負担します。) 

 

利用時間 謝礼額（子ども１人当たり） 

平日 
（月～金曜日） 

６:00～７:00 １時間あたり ９００円 

７:00～１９:00 １時間あたり ７００円 

１９:00～２２:00 １時間あたり ９００円 

土日祝 
年末年始（12/29～1/3） 

６:00～２２:00 １時間あたり ９００円 

 令和元年度の入会説明会 登録料、年会費は無料です。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

説明会に参加される方は事前に電話でのご予約が必要です。 
★持ち物・・・印鑑  電話 ０４３－４８８－１２７０  

月 7月 8月 9月 

日時 
 7月17日（水）   8月20日（火）  9月18日（水） 

午前9:30～11：00 午前9:30～11：00 午前9:30～11：00 

場所 
中央公民館 
会議室 

ミレニアムセンター佐倉 
第3.4会議室 

志津公民館 
210会議室 

 
         

佐倉市ファミリー・サポート・センター 
 受託団体 ＮＰＯ法人ワーカーズコープ 
 
住 所       〒285-0837 佐倉市王子台１－23 
      レイクピアウスイ3階（イオン臼井店） 
電 話       ０４３－４８８－１２７０ 
ＦＡＸ     ０４３－４９７－６７２２ 
開所時間  月 ～ 金  午前９時～ 17 時 
休業日      土日祝・年末年始 
E-mail     famisapo@sakura.roukyou.gr.jp 
ＨＰ       http://sakura.roukyou.gr.jp/famisapo 

ロータリー 

京成臼井駅徒歩５分 

至 八千代        水道道路        至 佐倉 

イオン 
レイクピアウスイ 

京成臼井駅 
南口入口 

編集後記 

 
佐倉市の子育て事業であり、子育てを地域で 

お手伝いする相互援助の組織です。 
ファミリーサポートセンターは、地域において、「子育てのお手伝いをしたい」「子育 
ての手助けをしてほしい」人達が会員となり、会員同士で相互に援助活動を行うものです 
月に一度入会説明会を行っています。 ご参加の際はセンターへ事前予約が必要です。  
      お気軽にご相談ください          電話 ０４３ー４８８－１２７０ 

京成 
臼井駅 

 
  

あなたの子育てを一緒に、楽しく、 
地域のまんなかで・・・ 

 
 

この2年間は皆様のサポートなしでは仕事をすることが 
できませんでした。あたたかいサポーターさんに繋いでいただき
感謝しております。                       依頼会員Sさん。 

いつも大変お世話になっております。 
急な依頼にも関わらず、調整ありがとうございます。娘も 
サポーターさんと色々なお話をするのが楽しいようです。  
                                依頼会員Aさん。                                                                                       

この3月で学童を卒業したYくん。これからは一人で塾に通います。 
「今までお世話になったサポーターさん皆さんにありがとうございました。」 
とYくんからメッセージを頂きました。 
「たくさんのサポーターさんに関わって頂き、 安心して塾に通うことができました。
ありがとうございました。」とお母様から。                   依頼会員Nさん。 

いつもお世話になっております。 
サポーターさんがいるお陰で仕事ができております。 
いつも私のことまで気を遣って頂き本当にありがとうございます。 
                                       依頼会員Aさん。 

サポーターOさん 

サポーターOさん 
サポーターSさん 

サポーターHさん 

サポーターNさん 

サポーターMさん 

平成が終わり、新たな「令和」の時代がスタートしました。 
四つ葉のクローバーは「幸福・幸運」のシンボルとも言われます。 
新しい時代も子どもたちの元気な笑顔が見られますように・・・みなさんの家族や大切な人に 
幸運が訪れますように・・・と願いを込めて。みなさんの温かい想いを繋げて行きたいと思います。 
10年目を迎えた佐倉市ファミリーサポートセンターをどうぞよろしくお願い致します。 

水たまりがあり大喜び！ 
「靴がぬれちゃうよ～」と言うと 
「ニコッ」としてピチャ～です！ 
とても可愛くて楽しいです♪ 
 

今日はお迎え2回目。 
会話してくれるかなぁ・・・と 
思いながら行きましたが、ちゃんと 
お話ししてくれました！ 
「またくる？」と言われたのは 
嬉しかったです♪ 

  お話大好きなYちゃん！ 
「今日はお月様がキレイだよ～」と 
教えてくれました。運転中なので 
見れず・・・「Yは見れるよ～いいでしょ～」 
とってもかわいいです❤ 
 
 

 Yちゃんは、サツマイモが好き！ 
でもオナラはしないと。 
「Yもお母さんもしないけど、 
おじいちゃんはするよ！ふふふ・・・」 
可愛い！ 
 
 
 

「クラス替えもあるし、 
担任の先生も変わるかも？」と 
新年度の話をしてくれました！ 
 

 学童から塾へ短い時間ですが 
「白いもの」の言葉遊びをしながら 
移動しています！次回は「紫色のもの」の 
リクエスト！楽しいです♪ 
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依頼 提供 両方 
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臼井地区（人） 

依頼 提供 両方 

臼井地区 

佐倉地区 

志津 
ユーカリ地区 

サポーターさんは近くに
どのくらい 
いるのかな？ 

 みんなは、いつ
使って 

いるのかな？ 

484 

71 
23 

志津・ユーカリ地区（人） 

依頼 提供 両方 

臼井地区・活動内容 BEST3 
1.保育所・幼稚園・小学校の 
  お迎え 
2.学童保育所のお迎え 
3.保育所・幼稚園・小学校の 
  送り 

 佐倉地区・活動内容 BEST3 
1.保育所・幼稚園・小学校の 
  送り 
2.保育所・幼稚園のお迎え 
  及び帰宅後の預かり 
3.保育所・幼稚園・小学校の 
  お迎え 

  志津・ユーカリ地区 
   活動内容 BEST3 
1.保育所・幼稚園・小学校の 
  お迎え 
2.学童保育所のお迎え 
3.学童保育所のお迎え及び 
  帰宅後の預かり 
   

すくすく育っています！ 

サポーターの佐藤二三男さん・戸ヶ崎美枝子さんに 
毎年「夏休み親子クッキング」の新鮮なお野菜を 
ご提供頂いております。 
今年も8月に向けて育てて頂いてます！！ 
無農薬で安心・安全な美味しいお野菜メニューを 
今年もお楽しみに♪ 

夏休み親子クッキングのお知らせ 

毎年恒例となりました「夏休み親子クッキング」を今年も開催 
します！会員さんだけでなく地域のお友達やお孫さん、どなた 
でも参加できます。 
8/6（火）9：30～14：00 ミレニアムセンター佐倉・4F・調理室 
            持ち物：エプロン、三角巾、飲み物 
            参加費：大人400円、子ども200円 
★7/1（月）受付開始です。定員30名になり次第締め切らせて
頂きます。ご希望の方はお電話またはメールでお申込みください。 
たくさんのご参加お待ちしております。 
   佐倉市ファミリーサポートセンター ☎043-488-1270 
 
 

依頼会員・・・924人 
提供会員・・・157人 
両方会員・・・ 47人 
合計（H31.3月末）1128人 
依頼件数・・・4276件 
（H30年度） 

      

センターからのお知らせ 

1.サポートの依頼は、遅くとも3日前までにお願いします。 
  急なサポートの依頼が増えております。依頼したい日時が決まり次第 
  早めにご連絡ください。急な依頼の場合、サポーターさんがみつからず 
  依頼をお断りすることもあります。 
2.緊急の依頼等で、やむを得ず直接サポーターさんに連絡した場合は 
  依頼会員さんが必ずセンターに報告してください。 
  活動前に報告がないと保険が適用されません。ご注意ください！  
  ★基本はセンターにご依頼ください。 
3.住所、電話番号、家族構成に変化はありませんか？ 
  登録内容に変更があった場合は、必ずセンターにご連絡ください。 

年齢や資格の有無は問いません！ 
できる時にできるだけのサポートで 
構いません！ 
 
・佐倉市在住の２０歳以上の方 
・心身共に健康な方 
・子育ての応援をしたい方 
・26時間の研修を受けられる方 
・リタイアしてお時間に余裕のある方 
・積極的に援助活動が出来る方 
 ❤是非センターにご連絡ください！ 

サポーターさん募集中！ 
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