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・蕨市から

 

               

 

   

 

・センターに依頼

提供（両方）会員

キャンセル

 閉所時は、留守番電話

センターを通さない場合

御注意ください。

 

・提供（両方）会員

てください。

 

・依頼内容、

でご連絡ください。

 

・蕨市から転出される方、または

となりますのでお手数ですが

また、こちらから

さい。 

既に『事前打合せ

内容に変更が生じた場合

を必ず通して連絡をしてください

 

 

               

   

に依頼予約を

（両方）会員へ

キャンセルの場合も

閉所時は、留守番電話

を通さない場合

御注意ください。 

（両方）会員は

てください。お手数

依頼内容、住所、電話番号

連絡ください。

転出される方、または

となりますのでお手数ですが

こちらから連絡

事前打合せ実施済』の依頼会員と提

内容に変更が生じた場合

通して連絡をしてください

蕨駅で

一緒に募金活動

募金は

近な福祉活動や、災害時支援に

  

[申込み締め切り
＊新型コロナウィルスの流行状況によっては、中止または日時

があります。

援助活動は必ずセンターを通して

                  

 

予約をしない活動

へ依頼した内容

も同様です。

閉所時は、留守番電話又はＦＡＸ

を通さない場合は、保険が適用されません。

は、報酬授受

お手数ですが遅れる

電話番号、お子さんの保育施設

連絡ください。  

転出される方、または

となりますのでお手数ですがご連絡

連絡してもご返事

実施済』の依頼会員と提

内容に変更が生じた場合や、１年以上活動が

通して連絡をしてください

親子

 日時

で赤い羽根の募金活動をします。

に募金活動を

募金は、子どもたち、高齢者、障がい者など

福祉活動や、災害時支援に

み締め切り]９
コロナウィルスの流行状況によっては、中止または日時

があります。 

援助活動は必ずセンターを通して

しない活動が増えています。

依頼した内容は、必ず依頼会員

です。 

ＦＡＸ、メールをご利用

は、保険が適用されません。

報酬授受を済ませた活動報告書は

遅れる場合はご連絡ください。

お子さんの保育施設

転出される方、または依頼会員

ご連絡ください。センター

ご返事がない場合は、

実施済』の依頼会員と提

１年以上活動が

通して連絡をしてください。 

赤い羽根

親子で参加してみませんか？

お知らせ・

日時 １０月

赤い羽根の募金活動をします。

をしてみませんか？

子どもたち、高齢者、障がい者など

福祉活動や、災害時支援に

９月２５日まで
コロナウィルスの流行状況によっては、中止または日時

 

援助活動は必ずセンターを通して

増えています。

必ず依頼会員

メールをご利用

は、保険が適用されません。

を済ませた活動報告書は

場合はご連絡ください。

お子さんの保育施設、

依頼会員で一番下のお子さんが小学校

ください。センター

がない場合は、

実施済』の依頼会員と提供会員の組み合わせでも、当初の事

１年以上活動がなく、再び活動を

赤い羽根募金

で参加してみませんか？

お知らせ・お願い

１０月 ４日（日

赤い羽根の募金活動をします。

してみませんか？

子どもたち、高齢者、障がい者など

福祉活動や、災害時支援に役立て

日まで（センター
コロナウィルスの流行状況によっては、中止または日時

援助活動は必ずセンターを通して

増えています。 

必ず依頼会員がセンターに連絡してください。

メールをご利用ください。

は、保険が適用されません。提供会員さんに

を済ませた活動報告書は翌月

場合はご連絡ください。 

、学校等に変更がある方は

下のお子さんが小学校

ください。センターより『

がない場合は、退会とさせていただきます

供会員の組み合わせでも、当初の事

なく、再び活動を

募金活動 

で参加してみませんか？

願い 

日） １０時

赤い羽根の募金活動をします。 

してみませんか？ 

子どもたち、高齢者、障がい者などを

役立てられます。

（センターにお申込みください）
コロナウィルスの流行状況によっては、中止または日時

援助活動は必ずセンターを通して行って

センターに連絡してください。

ください。 

会員さんにも

翌月の５日までにセンターまで提出し

 

学校等に変更がある方は

下のお子さんが小学校を

より『退会届』

とさせていただきます

供会員の組み合わせでも、当初の事

なく、再び活動を始めるような場合

で参加してみませんか？ 

１０時～１１時 

を支援する

られます。    

お申込みください）
コロナウィルスの流行状況によっては、中止または日時変更を

行ってください！

センターに連絡してください。

も迷惑が掛かり

５日までにセンターまで提出し

学校等に変更がある方は、必ずセンター

を卒業された方は、

』の書面をお送りします。

とさせていただきますので

供会員の組み合わせでも、当初の事前

始めるような場合

 

する県内の身

    

お申込みください） 
変更をする場合

ください！ 

センターに連絡してください。 

迷惑が掛かりますので

５日までにセンターまで提出し

必ずセンター

された方は、退会

の書面をお送りします。

のでご了承くだ

前打合せの依頼

始めるような場合にはセンター

 

ますので

５日までにセンターまで提出し

必ずセンターま

退会

の書面をお送りします。 

くだ

打合せの依頼

にはセンター

わらびファミリー･サポート･センター

域で子育てについて助け合う会員組織です。

娠・出産に伴う上の子どものサポート等、年間で

 

〒335

 

提供会員さんと、

するかなど、

ねて 1 時間程度

新型コロナ

ご協力いただきました提供会員

優れない

事前打合せ

わらびファミリー･サポート･センター

域で子育てについて助け合う会員組織です。

娠・出産に伴う上の子どものサポート等、年間で

335-0005

開所時間

（月～金曜日

TEL

Ｅ-

会員さんと、どのように

など、コミュニケーション

時間程度、顔合せ

新型コロナウィルス

ご協力いただきました提供会員

優れない時は、活動

事前打合せ

わらびファミリー･サポート･センター

域で子育てについて助け合う会員組織です。

娠・出産に伴う上の子どものサポート等、年間で

社会福祉法人

わらびファミリー・サポート・センター

0005 埼玉県蕨市錦町

開所時間 午前

月～金曜日 祝日、年末年始を除く）

TEL・FAX ０４８－４４３－１８００

-mail  w

蕨社協(ファミサポ

どのようにお預かり

コミュニケーションを

顔合せを行います

ウィルス感染症の感染

ご協力いただきました提供会員

活動を控えていただくようよろしく

事前打合せにて 依頼

わらびファミリー･サポート･センターは、子どもを「預けたい人」と「預かる人」のネットワークをつくり、地

域で子育てについて助け合う会員組織です。

娠・出産に伴う上の子どものサポート等、年間で

社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

わらびファミリー・サポート・センター

埼玉県蕨市錦町 3-

午前８時 30

祝日、年末年始を除く）

０４８－４４３－１８００

w-famisapo

ファミサポ) 

お預かり

を兼

を行います。 

の感染拡大に伴い、不安

ご協力いただきました提供会員さん、ご支援

いただくようよろしく

依頼会員さんと提供会員さん

、子どもを「預けたい人」と「預かる人」のネットワークをつくり、地

域で子育てについて助け合う会員組織です。当センターでは保育施設への送迎、帰宅後の預かり、妊

娠・出産に伴う上の子どものサポート等、年間で２，２００件

蕨市社会福祉協議会

わらびファミリー・サポート・センター

-3-27（蕨市総合社会福祉センター２

30 分～午後５時

祝日、年末年始を除く）

０４８－４４３－１８００

famisapo＠warabi.ne.jp

検索  

左から

に伴い、不安

ご支援ありがとうございました。皆様

いただくようよろしくお

        

会員さんと提供会員さん

、子どもを「預けたい人」と「預かる人」のネットワークをつくり、地

当センターでは保育施設への送迎、帰宅後の預かり、妊

２，２００件超の活動を実施。ぜひご利用ください。

蕨市社会福祉協議会 

わらびファミリー・サポート・センター

（蕨市総合社会福祉センター２

～午後５時１５分

祝日、年末年始を除く） 

０４８－４４３－１８００ 

warabi.ne.jp 

から依頼会員Ｍ

に伴い、不安を抱えながら

ありがとうございました。皆様

お願い致します。

ぞうさん

        ２０２０．７月

会員さんと提供会員さん 

、子どもを「預けたい人」と「預かる人」のネットワークをつくり、地

当センターでは保育施設への送迎、帰宅後の預かり、妊

活動を実施。ぜひご利用ください。

 

わらびファミリー・サポート・センター 

（蕨市総合社会福祉センター２

１５分 

ホームページ

 もあります

依頼会員Ｍさん、提供

抱えながらも、このような

ありがとうございました。皆様

致します。 

さん  №

２０２０．７月

 

、子どもを「預けたい人」と「預かる人」のネットワークをつくり、地

当センターでは保育施設への送迎、帰宅後の預かり、妊

活動を実施。ぜひご利用ください。

（蕨市総合社会福祉センター２階

ホームページ 

もあります 

、提供会員Ｎさん、

、このような状況

ありがとうございました。皆様、今後とも

№５７ 

２０２０．７月発行 

、子どもを「預けたい人」と「預かる人」のネットワークをつくり、地

当センターでは保育施設への送迎、帰宅後の預かり、妊

活動を実施。ぜひご利用ください。  

階） 

 

 

Ｎさん、Ｋ君 

状況の中、

とも体調の

、子どもを「預けたい人」と「預かる人」のネットワークをつくり、地

当センターでは保育施設への送迎、帰宅後の預かり、妊

 



現在

「残業で保育園

に

サポートを必要としている人がいます。

こ

生まれ、子ども達が元気に育っています。

預ける側の依頼会員さんは、身近に頼れる人がいない方もいますので、提供会員さんが

支えになって頂けるだけで、安心しています。

送迎

しますので、ぜひ

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

有償

基本

１０月

 

令和

「普

日時で申込み

現在、預かる

「残業で保育園

に上の子どもを

サポートを必要としている人がいます。

このような中

生まれ、子ども達が元気に育っています。

預ける側の依頼会員さんは、身近に頼れる人がいない方もいますので、提供会員さんが

支えになって頂けるだけで、安心しています。

送迎のみの活動でもかまいませ

しますので、ぜひ

 

有償ボランティア

基本時間７００円～

預かる側の提供

（預ける

下記日程

 

７月１６

１０月２７

 

令和３年 

１月２９

「普通救命講習１」

日時で申込み

10 月

預かる側の提供会員

「残業で保育園（学童）

の子どもを保育園に送迎

サポートを必要としている人がいます。

中、ファミリーサポートの活動を通して、預ける側と預かる側で信頼関係も

生まれ、子ども達が元気に育っています。

預ける側の依頼会員さんは、身近に頼れる人がいない方もいますので、提供会員さんが

支えになって頂けるだけで、安心しています。

のみの活動でもかまいませ

しますので、ぜひご登録

預かる

日曜日

 

令和３年

センターに必ずお申込みください。託児あり（要予約）

ボランティア 

時間７００円～ 

側の提供・両方

預ける側の依頼会員の

日程いずれか１日と

６日（木）

７日（火）

 

９日（金）

救命講習１」（必須）

日時で申込みができます。

月 14 日（水）

側の提供会員（両方会員）

）のお迎えが間に合わない

に送迎してほしい。

サポートを必要としている人がいます。

、ファミリーサポートの活動を通して、預ける側と預かる側で信頼関係も

生まれ、子ども達が元気に育っています。

預ける側の依頼会員さんは、身近に頼れる人がいない方もいますので、提供会員さんが

支えになって頂けるだけで、安心しています。

のみの活動でもかまいません。

登録ください。

入会

預かる側の講習

の預ける側の

３年２月１３

センターに必ずお申込みください。託児あり（要予約）

提供会員・両方会員大募集！

・両方会員になるための

側の依頼会員の登録も

１日と「普通救命講習

）９時半～１２時

）９時半～１２時

）９時半～１２時

（必須）受講は蕨市消防

きます。  7 月

） 10 月 17

会員）さん

お迎えが間に合わない

ほしい。」「近く

サポートを必要としている人がいます。 

、ファミリーサポートの活動を通して、預ける側と預かる側で信頼関係も

生まれ、子ども達が元気に育っています。 

預ける側の依頼会員さんは、身近に頼れる人がいない方もいますので、提供会員さんが

支えになって頂けるだけで、安心しています。

。提供会員さんのご都合の

ください。お申込み

入会説明会・講習会のお知らせ

側の講習会

預ける側のみの入会説明

１３日（土）

センターに必ずお申込みください。託児あり（要予約）

提供会員・両方会員大募集！

なるための講習

登録も可能ですが、随時センターで

「普通救命講習１

～１２時２０分

～１２時２０分

～１２時２０分

蕨市総合社会福祉センター

 
は蕨市消防本部

月 5 日（日）

17 日（土）

さんが不足しています。

お迎えが間に合わない」「産前・

」「近くに頼れる

、ファミリーサポートの活動を通して、預ける側と預かる側で信頼関係も

預ける側の依頼会員さんは、身近に頼れる人がいない方もいますので、提供会員さんが

支えになって頂けるだけで、安心しています。 

提供会員さんのご都合の

お申込みお待ちしています。

説明会・講習会のお知らせ

会です 

入会説明会 

）社会福祉大会

中央公民館

センターに必ずお申込みください。託児あり（要予約）

提供会員・両方会員大募集！

講習会を行います。

可能ですが、随時センターで

１」は蕨市消防

２０分 交流プラザさくら

２０分 東公民館

２０分  

蕨市総合社会福祉センター

本部の救命講習

） 7 月 15

） 11 月 11

しています。 

産前・産後で動けないので、代わり

に頼れる家族がいない

、ファミリーサポートの活動を通して、預ける側と預かる側で信頼関係も

預ける側の依頼会員さんは、身近に頼れる人がいない方もいますので、提供会員さんが

提供会員さんのご都合の良い時間で

お待ちしています。 

説明会・講習会のお知らせ

依頼会員

たい方、

 (平日は開所時間

福祉大会イベント

央公民館 12 時半～合同

センターに必ずお申込みください。託児あり（要予約）

提供会員・両方会員大募集！

会を行います。 

可能ですが、随時センターで行っています。

蕨市消防本部で行います。

交流プラザさくら

公民館 ２

蕨市総合社会福祉センター

講習スケジュールより

15 日（水） 

11 日（水） 

 

動けないので、代わり

がいない」等、

、ファミリーサポートの活動を通して、預ける側と預かる側で信頼関係も

預ける側の依頼会員さんは、身近に頼れる人がいない方もいますので、提供会員さんが

良い時間でコーディネート

 

説明会・講習会のお知らせ

依頼会員から両方会員

、ご連絡ください

開所時間内随時

イベントにて 

半～合同入会

センターに必ずお申込みください。託児あり（要予約）

提供会員・両方会員大募集！ 

地域のお子さんをお預かりしてみませんか？

お子さんが大好きな方、大歓迎です！

特に資格はいりません。

行っています。

行います。（５年

交流プラザさくら ２

２階小会議室

蕨市総合社会福祉センター ３階集会室２

スケジュールより、

 8 月 12 日（水）

 12 月 9 日（水）

動けないので、代わり

、子育ての

、ファミリーサポートの活動を通して、預ける側と預かる側で信頼関係も

預ける側の依頼会員さんは、身近に頼れる人がいない方もいますので、提供会員さんが

コーディネート

説明会・講習会のお知らせ 

会員になり

ください！ 

内随時登録可

入会説明会 

センターに必ずお申込みください。託児あり（要予約） 

地域のお子さんをお預かりしてみませんか？

お子さんが大好きな方、大歓迎です！

特に資格はいりません。

行っています。） 

（５年に１回

２階小会議室

小会議室 

３階集会室２

、下記のご希望の

日（水）       

日（水）  

になり

可) 

地域のお子さんをお預かりしてみませんか？

お子さんが大好きな方、大歓迎です！

特に資格はいりません。

に１回必修） 

小会議室  
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☆
 

子どもに関わる仕事をしていたこともあり、以前からファミサポには興味を持っていました。

始めるきっかけは子どもが幼稚園に入り、日中手が空いたことです。また、自分の子どもも何か

あった時に預かってもらいたいと思い、両方会員として登録しました。

初対面の人とどんなやり取りをしてお子さんを預かるのか不安もありましたが、最初の打ち合

わせ時には必ずアドバイザーの方が間に入り進行していただけるので、安心して打ち合わせをす

ることが出来ています。

一度子どもがいる時にお子さんを預かることになり、うまく一緒に遊べるか心配しましたが、

仲良く遊ぶことができ、面倒をみる姿も見られ、思いがけず自分の子どもの成長も感じました。

そして「また○○くん来る？」と楽しみにするようになりました。

始めた頃は子どものいない日中だけ…と思っていましたが、今は子どもがいる時にも引き受け、

良い刺激をもらいながら楽しく活動させてもらっています。
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