センターからのお願い・お知らせ
高崎市ファミリー・サポート・センター通信
保育施設が決まったら

「ひとり親家庭支援助成事業」について

ら

「おねがい会員」でひとり親家庭の方は、県より補助が出る

2021 年 4 月以降で通う保育施設名が決まったら「おねが

い会員」「どっちも会員」は、事務局に連絡を入れてください。

場合があります。条件があり、申請が必要です。詳しくはセン
ターまでお問い合わせください。

・会員番号 会員の氏名

・1 時間当たり 300 円の補助

・子どもの名前と保育施設名

2021 年 4 月発行

Vol.34

・1 か月の補助対象の利用時間は 30 時間以内

車利用の「まかせて会員・どっちも会員」へ
車を利用しての援助活動の件数の割合が多くなっていま

お見舞金制度
新型コロナウイルス感染症が対象に追加！

す。同乗している子どもの行動には十分気をつけ、安全運転
新型コロナウイルス感染症が「お見舞金制度」の支払い対

を心がけてください。また、以下の項目も確認願います。

日頃より、会員の皆様には、高崎市ファミリー・サポート・センターへのご理解ご協力をいただき、誠にありがとうございます。昨年
度は、新型コロナウイルスの影響により各ご家庭におきましては、自粛生活を送られるなど、大変なご苦労をされたことと存じます。
また、ファミリー・サポート・センターの各行事では、人数制限や内容変更など皆様にご迷惑をおかけすることとなり、申し訳ございま
せんでした。それでも感染者を出すことなく、援助活動や会員交流会、会員研修会など実施することができ、安堵しております。
今年度は、これまで以上に新型コロナウイルス感染の予防に配慮しながら、安心・安全な援助活動、そして会員の交流を含めた
各行事を行えるよう事務局一同がんばってまいりますので、よろしくお願いいたします。
なお、今年度は、昨年度に続き『相互援助活動の手引き』の内容を一部改定し、子育て支援のさらなる充実をめざしてまいります。
会員の皆様のご理解とご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。
（事務局）

2021 年度 緊急告知と行事予定

象に追加されました。

・運転前点検はしていますか。

・支払い対象事項：「まかせて会員」又はその家族、「お

・車検や自賠責保険の期限は切れていませんか。

ねがい会員」の子どもが、活動が原因で感染した場合。

・定期点検を受けていますか。
・十分な保険金額の任意保険（対人・対物保険）に加入し

・お見舞金の金額：死亡の場合は 30,000 円。感染の場
合は 10,000 円。

ていますか。
・運転免許証の更新はしてありますか。

ここが変わります！『相互援助活動の手引き』の内容ほか
2021 年 4 月から『相互援助活動の手引き』の内容が一部改定となります。大きな項目としては、
①事前打ち合わせは 30 分までは無料ですが、送迎先などでの顔合わせなどがある場合は、「事前打ち合わせ・顔合わせ料
金」等を「おねがい会員」が支払う
②「まかせて会員」の入会登録は、年 2 回、5 月と 11 月で、どちらも会員研修会を全て受講済みの人
③「援助活動の報告」の押印の廃止（「入会申込書」、各「同意書」も押印は廃止）
④入会済みの「まかせて・どっちも会員」は来年度末までに 24 時間研修の受講済みをめざしていただく
などです。詳しくは裏面に掲載しています。また、4 月より援助活動が予定されている「まかせて会員」「おねがい会員」には、
順次新しい『相互援助活動の手引き』を送付します。お手元に届きましたら、必ずご一読願います。

確定申告について

新型コロナウイルス感染予防について

まかせて会員・どっちも会員対象の行事予定
まだまだ油断はできません！新型コロナウイルスに感染しな

まかせて・どっちも会員が援助活動により得た報酬は
雑所得となり、年間 48 万円を超えると課税対象となり

い、感染させないためにも今一歩みんなでがんばりましょう。
そして、安心・安全な援助活動をするためにも、ひとりひとりの

ます。また、すでに給与所得を得ている場合は、雑所得
が年間 20 万円を超えると年末調整または確定申告の

感染予防の取り組みが大切です。
・毎朝の検温や健康チェックをしましょう。

対象となります。詳細は税務署まで問い合わせてくださ

・熱があるなど心配な症状がある場合は無理をしないで、様子

い。

を見て対処を考えましょう。
・3 密の回避（密集、密接、密閉）

マスク着用

Ｅ-mail

申込締切：５月１０日（月）
「普通救命講習Ⅲ」、「子どもの事故」、「事業を円滑に進めるために」の３講座は、未受講や受講から 5 年を経過している会
員は、必ず受講をお願いいたします。また、2021 年度からは、新規の「まかせて・どっちも会員」は 24 時間研修を受講済にな
ってから入会となるので、すでに入会済みの「まかせて・どっちも会員」は上記以外の講座も、今年度から来年度末までに受講
済みとなるよう計画的な受講をお願いします。受講済みとならない場合は、「まかせて会員」は、退会していただく場合もありま
す。「どっちも会員」は「おねがい会員」に変更になります。（上記緊急告知の④の説明）

◆スキルアップ研修会 （ヨガ 先着 10 名 託児無し）
日
時：６月１８日（金）９：３０～１２：００（９：１５受付） 講

高崎市ファミリー・サポート・センター（ファミサポ）
高崎市末広町１１５－１
高崎市総合福祉センター内

ＴＥＬ ０２７－３７０－８８２４

日程や内容等の詳細は別紙をご覧ください。

咳エチケット

手指の洗浄・消毒などを実行しましょう。

〒370-0065

◆第１回会員研修会
日
時：５月１7 日（月）開始

1F

ＦＡＸ ０２７－３７０－８８２３

fami-support@mxa.fitenet.ne.jp

開設日時 月曜日～金曜日 午前 9 時～午後 6 時
※土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）は、お休み

事務局が１階に
引っ越しました！
同じ総合福祉センター内ですが、
事務局の場所が 2 階から 1 階へ移
動しました。総合受付で、お名前と
ご用件をお伝えください。
FAX 番号も変更となっています。
FAX は 027-370-8823 です。
どうぞよろしくお願いします。

場

師：相澤 いづみ 先生

所：総合福祉センター 体育室（１F） 申し込み：電話・メールのいずれかで申し込んでください。

全会員対象の行事予定
（おねがい会員・まかせて会員・どっちも会員）
◆会員交流会 ピアノと楽器と歌のコンサート
日
時：７月３日（土） １０：３０～１１：３０ （１０：１５開場）
場

大人から子どもまでワクワクしちゃう
楽しいコンサートです♡

所：総合福祉センター たまごホール（２F）

申し込み：6 月１日（火）受付開始
電話・メールのいずれかで申し込んでください。先着 100 名

ジャズが聴けるよ！
子どもの歌も登場！

2020 年度活動報告

2021 年度から変更になる『相互援助活動の手引き』の内容について
表面にも記載いたしましたが、それ以外のものも含め、再度わかりやすく説明させていただきます。

スキルアップ研修会の様子

会員交流会の様子

①事前打ち合わせは 30 分をめどにおこない、これは無料ですが、預かり以外で送迎先などの顔合わせが必要な援助活動の場
合は、「事前打ち合わせ・顔合わせ料金」等が生じます。
「事前打ち合わせ・顔合わせ料金」等の計算方法・・・事前打ち合わせの総時間（顔合わせや移動時間を含めて）から

折り紙講習会

30 分を差し引いた時間で 30 分 350 円を 30 分ごとに計算。これに報酬の基準と同様その他実費（ガソリン代）がある

受講者の皆さんで「つむ

場合は、その額を加算する

つむミッキー＆ミニー」を

②新たに「まかせて会員」となる場合は、5 月・11 月の会員研修会で 24 時間研修を終了後の入会となります。 したがって、通

作りました。それぞれのパ

常の月一回の入会説明会にはご参加いただけません。

ーツを組み立てるところに
苦心しましたが、かわいく
できあがりました。

「やまねこ座の人形劇」と「つりゲーム」
3 密を避けながら人形劇を鑑賞し、そのあとは場所を移動して、

つりゲームを楽しみました。たーくさん魚？がつれましたよ！！

③「援助活動の報告」には押印は不要となります。ただし、高崎市の保育課や職安、勤務先に提出する必要がある会員は、相
手先に問い合わせてください。
④「通常の預かり等」では、原則として１対 1 の援助活動ですが、安全面に十分配慮しての判断によりきょうだい 2 人までは可能
となります。
⑤年度ごとに会員継続の確認をします。会員の皆様には必ず返信いただくようお願いいたします。「おねがい会員」の皆様は末

会員研修会の様子

研修会でご講義いただいた講師の皆様、本当にありがとうございました

子が小学校卒業までは継続が可能です。
⑥入会時の本人確認の書類は、運転免許証に加え、マイナンバーカード（個人番号カード）も可とします。

5 年に 1 度の再受講が義務付けらた講習は気合が入ります！

⑦退会する場合は、どんな理由でも必ず会員証を返還していただきます。

「事業を円滑に進めるために」
「普通救命講習Ⅲ」
「子どもの事故」

2021 年度サブリーダーさんの紹介
「まかせて会員」の中から選任されたサブリーダーさんには、会合等での保育協力やアドバイザーの補佐をお願いし、事業の促
進・向上に努めていただくとともに、連絡調整会議での情報交換等で相互援助活動を推進していただいております。今年度のサブ
リーダーさんは、
白井 晴美さん

設楽 政江さん

中田 由起子さん

髙間 明子さん

松田 恵美さん

関

小林 美佳子さん

和美 さん

山本 貴美子さん

坂井 美恵子さん

嶋田 節子さん

以上 10 名の皆さんです。よろしくお願いいたします。
8/27 県ファミサポ研修会にア

講義も実習も重要ですが、試食が一
番の楽しみです

（子どもの栄養）

ドバイザーが参加し、高崎市フ
群馬県ファミサポの研修会
ァミリー・サポート・センター
（8/27）に高崎のファミサポ
の活動をパネル紹介しました
の活動を紹介

なお昨年度で退任されたサブリーダーさんは、
上原 多美子さん

深代 律子さん

伊藤 恭子さん

以上 3 名です。長い間サブリーダーとして高崎市ファミリー・サポート・センターを支えてくださり、ありがとうございました。

2020 年度 活動状況報告
今年度は、新型コロナウイルス感染拡大予防にともなう様々な自粛により、活動件数は例年を大きく下回りました。一日も早く新
型コロナウイルスが収束して、相互援助活動が安心・安全に行えるようになってほしいですね。

絵本の読み聞かせではうっとり聞き

活動内容と件数(2021.2.28 現在)

入り、作ったおもちゃで遊ぶときは

小学生の習い事などの送迎・放課後児童クラブ開始前の送迎・保育施設までの送迎など

374 件

童心に戻って真剣にチャレンジしま

保護者の外出の際の子どもの預かり・まかせて会員宅以外での見守りなど

135 件

した。

まかせて会員宅以外での送迎及び見守り・保育施設の保育開始前または保育終了後の子どもの送迎及び預かりなど

（子どもの遊び）

登録会員数（2021.4.1 現在）
おねがい会員

340 人

まかせて会員

350 人

どっちも会員

63 人

合

計

753 人

76 件

