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♪全体交流会では、スタッフの方々と提供会員の

皆さんがとても親しそうにお話しされていて、私や子

どもにも優しく接して下さったので安心感が持てまし

た。会の後半ではリコーダーの生の演奏を親子で聴

くことができ、その音色の美しさに心が安らぐひと時

でした。ありがとうございました。(依頼会員さん)

２０１１年１１月２６日(土)午後２時より、南別館

大会議室にて『全体交流会』が開催されました。

今回は［リコーダーアンサンブル親子コンサート］

として、リコーダーカルテットの演奏を聴きまし

た。活動の状況や、実際に活動中の依頼会員さ

んと提供会員さんのやりとりの様子などを説明

し、提供会員さんの紹介、交流など、短い時間で

したが、穏やかでホッとできる交流会でした。子ど

も１０名を含む合計３４名の参加者がありました。

▲小さなきらきらする瞳に見つめられながら、２本のリコーダーを同時に演奏する松浦さん。
世界の珍しいリコーダーの音色に、大人も子どもも魅了されました。

文部科学省大学病院人材養成機能強化事業（周産期医療に関わる専門的スタッフの養成）男女共同参画型NICU人材養成プログラム― 地域とささえあう周産期医療

▲保育スペースを設けました。

▲美しい音色に拍手。パチパチ。

▼

▲「保育の心」城田タキ子先生

▲リコーダーカルテット（左より有田まり子さん、滝本美由紀さん、吉
田潤子さん、そしてプロのリコーダー奏者松浦孝成さん（ゲスト）。

♪提供会員さんたちの雰囲気や、一生懸命な感じが受けと

れて、とてもよかったです。事例なども参考になりました。

リコーダーも本当によかったです。(依頼会員さん)   

♪とても楽しい１日

でした。お子様方も

かわいらしく、こち

らも増々頑張らなく

てはという気持ちに

なりました。(提供会

員さん)
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４月より病児･病後児保育が始まります。詳細はファミリーサポート室 ☎5369-9075
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出会いは二歳の女の子。

初日はママの後を追って大泣き。

ベビーカーのベルトを外し脱走を図ろうと必死でした。

私は抱き上げ、片手にベビーカーと苦戦しながら登園し

た日が、今ではとても懐かしく思います。

あれから５ヶ月、今ではママに行ってきますと笑顔で手

を振り、私にもお茶目ぶりを発揮。

「また、来週ね」と声をかけるとハイタッチで元気良く

答えてくれます。

３歳を迎え、オシャレ心が芽生えてきて…女の子って可

愛いですね。

お迎え日を楽しませて頂いています。             

【ファミサポ一年生より】

●女子医大ファミリーサポートの活動状況をお知らせします。

１、会員数  依頼会員３５名   提供会員６０名   計９５名 （H２４年１月末日現在）

２、活動件数 ２５０件 （H２３年５月１６日～H２４年１月末日累計）

３、事前打合せ件数（マッチングが済んでいる）・・・・・２３件（依頼会員１６名  提供会員１６名）

＊依頼会員で多い人は４回事前打合せをしています。

＊事前打合せをしても、まだ援助活動を依頼していない場合、前日にキャンセルになった場合もあります。

利用した

依頼会員

活動した

提供会員

活動
件数

事前打
合せ数

活動内容 依頼件数が多い順番（２５０件の内訳）

５月 １名 １名 ６件 １件 ①保育園のお迎え                  ８２件

②登園前の預かりと幼稚園保育園への送り   ６３件

③保育園・幼稚園・学校のお休み時の預かり  ２６件

④保護者の臨時的就労の場合の預かり     ２４件

⑤保育園への送り                    １８件

⑥保育園お迎え帰宅後の預かり           １２件

⑦習い事・塾への送迎                 ８件

⑧保護者の学会・研修会参加時の預かり        ５件

⑨他の子の行事・病気通院時の場合の預かり    ４件

⑩保護者の買い物・リフレッシュ等外出時の預かり ３件

⑩保育園等の入所前の預かり            ３件

⑫その他                          ２件

６月 １名 ２名 １３件 １件

７月 １名 ２名 ８件 ２件

８月 ３名 ５名 ２５件 ２件

９月 ３名 ５名 ２５件 ２件

１０月 ５名 ６名 ３８件 ４件

１１月 ８名 ７名 ４７件 １件

１２月 ８名 ９名 ３６件 ５件

１月 ８名 ８名 ５１件 ５件

計 １３名 １５名 ２５０件 ２３件

娘はしばらく泣きそうですが、なんと

か慣れてくれることを祈っています。

娘の保育園の送りをお願いしてから

早１ヶ月。最初はママがいい～～と叫

んだりしていましたが、徐々に泣かな

くなり、今週はついに笑顔でママとバ

イバイできました。毎週、決めた色を

探しながら送っていただいているよ

うで、帰ってきてからも、今日は赤を

探したよ、など報告してくれます。

娘はニコニコしながら登園して

います。こんなことならもっとは

やくから頼っておけばよかった

な、と思っているくらいです。
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先日、放送大学の単位認定試験が無事に終了しました。

７日間ある試験のうち、４日間も提供会員さんに大変お世話にな

りました。試験場という場所柄、娘が泣いたらどうしようとか、寒

くないかとか、色々心配はありましたが、提供会員さんにはとても

柔軟に対応して頂き、何とか無事に試験を受けることができました。

肝心の娘は、試験中のみならず、預けている間はほとんど手に負

えないという事もなく、ぐずる事もあまり無く、大人しくしていま

した。後半 2 日はほとんど抱っこ紐に入れて頂いて、スヤスヤ眠っ

ていたくらいです。

まだ授乳回数が多い赤ちゃんで、しかも哺乳瓶を受け付けない子

ということもあり、長時間離れる事が出来ず、どうしたら良いのか

本当に悩んでいました。

試験会場と自宅で保育して頂き、１日４時間の日もあれば、１２

時間近く見て頂くこともあり、とても頼りになりました。

自分の将来に向けて、必ず受けなければならない試験でもあった

ので、本当に助かったと思っています。

今回は珍しく提供会員さんとお話する機会も多くあり、子育ての

事、趣味の事、家族の事など色々なお話もすることができ、気が合

う人と知り合いになれた事もとても良かったです。そのような良い

ご縁を紹介して頂けたという事も、重ねて嬉しく思っています。            

【依頼会員：ＹＮ】

▲修了式で修了証の授与。

提供会員第３期生誕

平成２３年１１月２１日、保育支援者を

養成する「保育サービス講習会（29.5

時間」）が終了し、受講者２４名のうち

１４名の方が全過程を修了し提供会

員となりました。子育て支援に対する

意識が高く、長い講習会を熱心に受

講してくださいました。年齢は２０代か

ら７０代まで。新宿区を中心に文京

区・世田谷区・杉並区・渋谷区、そし

て神奈川県にお住いの方もいて、活

動はますます広がりをみせています。

▲グループワークはいろいろな気づきがあって楽しい。
▲「普通救命講習」では

乳児の人形で実習
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初めてでしたが気持ちよく

サポートできました。人見知

り前だったせいか泣くこと

もなく、良い結果（すべて合

格！）を出すお手伝いができ

て、うれしかったです。

【初ファミサポ大成功】



3 月下旬に 【必修】スキルアップ研修会にご参加ください！

4 月より、今までの【一時預かり保育】に加えて、【病児・病後児保育】と【お泊り

保育】が始まります。最初に受けていただいた「保育サービス講習会」でも、病児・病

後児保育については講義をしてありますが、今回のスキルアップ研修会では、実際の活

動の手順や、病児を預かる時の留意点を具体的な事例から学びます。

とても大切な研修会ですので、必ず参加してください。●当日は下記をお渡しします。

①病児保育セット(保育看護に必要なグッズを入れたポーチ)

②リニューアルした『活動の手引き』

※出席・欠席表（はがき）をＦＡＸするか、電話で必ずご連絡ください。

３月２３日(金) １３：３０～１６：３０ 参加費無料

受付開始 １３：００～  南別館１階大会議室

●4 月から始まる病児・病後児保育の概要と手順

●事例から学ぶ病児・病後児保育

24 年度４月より【病児・病後児保育】【お泊り保育】が始まります。それにともない「活

動の手引き」が 3 月下旬にリニューアルします。病児・病後児保育についてご利用をお考

えの方は、随時個別に説明をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

【とても大切なお願い】●提供会員さんに活動を依頼したら、必ず活動日の前にファミリ

ーサポート室に報告してください。定期的な利用の場合でも、毎月月初めに連絡を！(留守

録可)。報告のない活動は保険の対象になりませので、よろしくお願いします。

平成２４年１月末日現在

会員 人数

依頼会員 35 名

提供会員 60 名

提供会員の
皆さんへ

依頼会員の

皆さんへ
病児・病後児保育が始まります！

■ファミリーサポート室 開室時間 月～金曜日 9:00～17:00

●直通電話 03-5369-9075 ※外出時・休日・時間外は転送電話または留守番

電話になっていますのでメッセージを残してください。

●大学代表電話 03-3353-8112（内線 39911）受付時間は上記と同じです

が、こちらには留守電機能がありません。開室時間内にもかかわらず応答がない場

合は、直通電話の方へかけ直して、メッセージを残してください。

●FAX 03-5369-9081 ２４時間受付。すぐにスタートボタンを押してください。

女子医大ファミリーサポート室 巴寮１階

直通 tel：03-5369-9075 代表 tel：03-3353-8112（内線 39911） fax：03-5369-9081
family-support.bm@twmu.ac.jp http://www.twmu.ac.jp/NICU-support/

Ｑ:登録料は？⇒⇒かかりません。会費も不要です。

Ｑ:男性（父親）も登録できるの？⇒⇒はい。学生・大学院生・非常勤職員も登録できます。

Ｑ:育児休暇中やリフレッシュしたい時でも利用できるの？⇒⇒はい、もちろんＯＫです。

よくある

質問
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全体研修会 ３月２８日(水) １０：００～１２：００ 参加費無料

●講師：加藤郁子先生(小児科医) 南別館１階大会議室 受付９：３０～

●子どもとの関わりの中でできること〜CARE プログラムのご紹介

※保育サービス講習会「からだの発達と病気」で好評の加藤先生の講演です。

※どなたでも参加できます。お知り合いをお誘い合わせの上ご参加ください。

提供･依頼会員
一般の方


