
本宮いどばたファミリーサポートセンター（本宮市委託事業） 

「ファミサポるーむ」開所のお知らせ 

 

お子様の託児や送迎など、「ちょっと子育てをお手伝いして！」のニーズに応えてきた 

ファミリーサポートセンターが、拠点を開設して、より活動しやすくなりました。 

どうぞお気軽に来所、ご相談ください。 

 

 

場所）本宮市本宮字中条１６ 

 

まちんなか子育て支援商業施設 

 

「ソレイユ本宮」２階 さくらんぼひろば隣り 

 

開所時間（火）～（金）10：００～13：00 

 

☎  090-1375-694１   平佳子 

 

070-2034-6251   サブリーダー 

 

開所時間外でもお電話 OK！ 

困った時のファミサポ 

おまかせください！ 



  子育て支援相互援助事業 （本宮市委託事業） 

   

本宮いどばたファミリーサポートセンターのご案内 
  ≪顔が見えるから安心 助け合いの子育て支援≫ 

 

ファミリーサポートセンター・・・ってなあに？ 

  お子さんの一時預かり、送迎などに対応する信頼関係に基づいた相互援助活動です。 

  ファミリーサポートセンターアドバイザーが依頼を受け、人と人をつなぎます。 

 

どうすれば・・・？ 

 本宮いどばたファミリーサポートセンターに会員登録します。 

 依頼会員：本宮市にお住まいでおおむね 1２歳までの子どもを養育している方。 

ご相談・登録はお気軽に裏面の連絡先にお電話下さい。 

事前に説明を受けていただき、入会書を記入・捺印して登録します。 

 登録料５００円を入会時に納入します。（年更新は不要です） 

ご希望状況を把握した上で提供会員とマッチングを行います。 

☆お互いに顔を合わせてからの活動になります。 

 

どんな人がどこで預かるの？      

 提供会員：心身ともに健康で子育て経験があり、センターの実施する講習を受けた方。 

        預かり場所については提供会員自宅などですがご相談に応じます。 

 

どんな時に？               《 活動のながれ 》 

 

ママの通院・美容院・就職活動 

運転免許の更新・リフレッシュにも 

  保育所、児童クラブや習い事の送迎 

 保育所休業日の保育・急な残業時の迎え 

 上の子の遠足や卒園式などの行事 

 出産や産後のお手伝い（家事援助も）  

 お孫さんの預かりも行います。 

 

  万一の事故やトラブルは・・・？ 

   センターで加入の保障保険制度があります。 

① 会員傷害保険       ② 賠償責任保険  

   ③ 依頼子ども傷害保険  ④ お見舞金制度 

     

会員の会費は・・・？ 

1． 依頼会員：登録料 500 円 (更新は不要です) 

2． 提供会員：年会費 3,000 円（本宮いどばた会に入会していただきます。） 

3． 両方会員：年会費 3,000 円（依頼提供の両方を兼ねることもできます） 

 

依頼会員 提供会員 

事務局 会員登録・利用

申し込み 

会員登録 

援助活動 

報酬 

提供会員の紹介  援助依頼 

 



利用料金は？ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の実費や支払方法は・・？ 

・依頼会員は、お子さんの送迎や外出等にかかる交通費（ガソリン代 1 ㎞ 40 円）、 

提供会員が用意した飲食物、おやつ等がある場合は、その費用を支払ってください。 

・料金と実費は、その日の援助活動終了後に支払ってください。 

援助が必要になったら・・・。 

1． 援助を依頼したい日、時間が決まったら電話でセンターに申し込みます。 

2． センターは活動できる会員をコーディネートし、紹介します。 

3． 依頼会員は提供会員と連絡をとって事前打ち合わせをし、預かりの場所・ 

持参する物・体調等を確認の上、活動します。 

4． 援助が終わったら提供会員は、活動報告書または領収書を記入し依頼会員に 

渡します。依頼会員は、活動報告書を確認し、料金を支払います。 

  ※ キャンセル料：前日ｷｬﾝｾﾙまではなし、当日ｷｬﾝｾﾙは半額、無断ｷｬﾝｾﾙは全額 

    

～「こども緊急サポートネットワークふくしま」に加盟しています～ 

現在病児保育は行っていません。病後児についてはご相談下さい。１時間 900 円 

依頼会員は入会と同時に・提供会員は講習修了時に自動的に登録になります。 

   

 お問合せ先 特定非営利活動法人本宮いどばた会 子育て支事業部ファミサポ 

    「本宮いどばたファミリーサポートセンター事務所」ファミサポるーむ 

場所：本宮市本宮字中条 16 まちなか商業施設ソレイユ本宮 ２階奥 

開所時間：毎週 火水木金 午前 10 時から午後１時まで  

（この時間帯に関わらずいつでも電話し下さい） 

      TEL ：０９０－１３７５－６９４１（アドバイザー 平 佳子） 

         ０７０－２０３４－６２５１（サブリーダー） 

携帯メール： motomiya.idobata.5555@ezweb.ne.jp 

    ホームページ http://www4.plala.or.jp/kbyukikoane/index.html 

    ブログ：「本宮いどばた会つくしんぼ日記」 

『さくらんぼひろば』場所：ソレイユ本宮 ２階 

毎週 火水木金 午前 10 時から午後４時まで   

０２４３－３４－５２７０（さくらんぼひろば） 

０９０－１３７５－６９５６（子育て支援事業代表） 

 

    

一時預かり保育 

（月）～（土）８:00～20:00 

1 時間あたり７００円（30 分３５０円） 

15 分以下は切り捨て 

二人目からは１時間半額 350 円追加 

（日）（祝日）12/29～1/3 

早朝 8:00 まで・夜間 20:00 から 

1 時間あたり８００円（30 分４００円） 

15 分以下は切り捨て 

二人目からは１時間半額４０0 円追加 

送迎のみ 

１０㎞以内５００円(保育時間料金なし) 

１㎞増すごとに４０円追加 

提供会員自宅から自宅に戻るまでの距離 

 宿泊を伴う預かり 

20:00～翌朝８:00 まで 
1 泊３０００円 

mailto:motomiya.idobata.5555@ezweb.ne.jp
http://www4.plala.or.jp/kbyukikoane/index.html


 特定非営利活動法人 本宮いどばた会 子育て支援事業部 
            090-1375-6941（アドバイザー 平 佳子） 

090-1375-6956（サブリーダー） 

0243-34-5270 （さくらんぼひろば）10:00～16:00 

    携帯メール：motomiya.idobata.5555@ezweb.ne.jp 

本宮いどばた会の子育て支援事業をご利用下さい。ママとお子さんのひろばです 

『さくらんぼひろば』本宮市委託事業 

毎週 火水木金  午前１０時から午後４時まで 会場 ： ソレイユ ２階 

「子ども文庫井筒屋」 

毎週 月火水木金 午前１０時から午後３時まで 会場 ： 子ども文庫井筒屋 

    

 ホームページとブログも検索           

 

TEL 

 

mailto:motomiya.idobata.5555@ezweb.ne.jp


 

 

                            事事事事    業業業業    報報報報    告告告告

    

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人

○ホップステップジャンプ！２０１６

 東日本大震災からまる６年。これまで

利用者の方々と私たちスタッフ。一体

というそれだけです。ただそのことが

けのパワーとなりました。６年経った

供が６年生になって卒業するような

下さる井筒屋さん。ありがとうございました

平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    助成助成助成助成事業紹介事業紹介事業紹介事業紹介

                

   

 

                         

 

                                    らくがきコーナー

 
告告告告    書書書書 

    

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人        本宮本宮本宮本宮いどばたいどばたいどばたいどばた会会会会    子育子育子育子育てててて支援事業部支援事業部支援事業部支援事業部

２０１６    

これまで継続してきた「子ども文庫井筒屋子育てひろば

一体、何が行われたのかというと、共通の空間

ただそのことが、たくさんのつながりを作り、心の拠り所

った今、ある達成感を感じています。それは、

するような、嬉しいような寂しいような達成感です。そして

ありがとうございました。              事業担当

事業紹介事業紹介事業紹介事業紹介               子ども文庫井筒屋ひろば子ども文庫井筒屋ひろば子ども文庫井筒屋ひろば子ども文庫井筒屋ひろば

 

 

            

井筒屋さんは、もともと

                         「子どもたちに

という主宰者のこころざしで

店舗を改装し、私財

まちの小さな文庫

   居るだけで癒やされる そんな

スタッフとも家族のようになりましたね

 

つるし飾り    

  で成長 

を願う 

            

コーナー                    1111        

支援事業部支援事業部支援事業部支援事業部    

てひろば」で、出会った、

空間と時間を過ごしてきた

所となり継続していくだ

、小学校１年生だった子

そして居場所を提供して

事業担当  平 佳子 

子ども文庫井筒屋ひろば子ども文庫井筒屋ひろば子ども文庫井筒屋ひろば子ども文庫井筒屋ひろば 

            

もともと酒屋さんです 

良い本を」 

のこころざしで、 

私財で絵本を集めて 

文庫を開いていました。 

そんな空間での出会い、 

なりましたね。  



ままカフェままカフェままカフェままカフェ 12 回    ままままままままカルチャーカルチャーカルチャーカルチャー

  

 

 

 

            

 

                        

                

                                 

 

  

  

ままカルチャーは、お子さんはスタッフが

講師も普通のママにお願いしました

ままカフェ、ままカルチャーどちらも

 

「「「「親子親子親子親子 dededede 運動運動運動運動たんたんたんたんたんたんたんたん元気元気元気元気プログラムプログラムプログラムプログラム

        毎回、

高める

今年度

集団生活未経験

プレ幼稚園的

                                                                

        

                                    

    

    

    

    

粗大運動、バランス感覚、手と目の供応性

講師より   早田早田早田早田    千佳千佳千佳千佳 先生

 

 

 

                                                                                                                

                                                                                                                                                                

グループで行う継続的な運動は、

体力、運動力アップはもちろん、

く、順番を待つ、更には友達を思

成長を感じた嬉しい一年間でした

カルチャーカルチャーカルチャーカルチャー4 回                                たまにはママ同士

 それに簡単

            

                         

毎回大好評で、次はいつ？と質問が。  

  本宮市外のかたでも参加ＯＫです。 

  ママ友作りから、本宮市定住に 

つながれるかもしれません。 

さんはスタッフが別室託児する形式の手芸教室です。 

いしました。子育て中のママの社会参加にもなります。

ままカルチャーどちらも自分の時間が作れないママたちのリフレッシュに

プログラムプログラムプログラムプログラム」」」」    ９回        

、テーマを決めて運動機能を 

める遊びを親子で体験。  

今年度は 2 歳～4 歳までと、 

集団生活未経験のお子さん対象で、 

幼稚園的な役割もありました。          

        

        

供応性、瞬発力・敏捷性・柔軟性などを高める。 

運動は先生の解説付きです。 

先生 (たんたん運動教室主宰) 

                                                                                                                活動の最後

                                                                                                                                                                    2222    

、様々な効果が期待できます。 

、回を追うごとに、集まる、話を聞

思いやる姿が見られるようになり、

でした。 

同士のおしゃべりタイム  

簡単な手芸をプラスして。 

                          

お子さんはスタッフと遊ぶ  

 

れないママたちのリフレッシュに効果絶大です。 

       

最後は静かに絵本やカードで

クールダウン。                                                                                    



「「「「親子親子親子親子 dededede アートアートアートアート明日明日明日明日もももも元気元気元気元気プログラムプログラムプログラムプログラム

①「色との出会い」                           

          

 みんないいね！                  

    講評中                             

      

みんな小さな

②「ゆらぎドリッピング

講師講師講師講師よりよりよりより

  

            
     

    

おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会    7 回                                        

                 

                

 

 

 

 

おはなし会は、文庫としての

「子ども達に良い本を」に

ライアーによるライアーによるライアーによるライアーによる音楽療法音楽療法音楽療法音楽療法３回    

 かすかな音色 体にも心にも響きます

 

    

    

 

 

                                                                                                                      

                                                                                            

アートによる表現行為を楽

ねる度に笑顔が増えました

を通じてコミュニケーションの

プログラムプログラムプログラムプログラム」」」」    3 回  アートプログラム赤ちゃんとママ

                           

 

 

 

 

 

 

 

                  二本松信用金庫本宮支店にて

                                       

 

さな芸術家  

③「ホップステップリズム絵」 

ゆらぎドリッピング」                  

よりよりよりより        臨床美術士臨床美術士臨床美術士臨床美術士    佐藤佐藤佐藤佐藤    えみえみえみえみ子子子子    先生先生先生先生    

              

                                         ベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージ&&&&赤赤赤赤ちゃんヨガちゃんヨガちゃんヨガちゃんヨガ

                                        

                                   

 

     

 

としての原点 

に戻れました。               

    講師講師講師講師    千葉義行先生千葉義行先生千葉義行先生千葉義行先生    

きます。           イベントを振

                                                                                                                

                                                                                                    3333    

楽しみ、世代が違っても互いに認め合う一歩がつながった

えました。また、お母さんたちの情報交換の場になるなど

コミュニケーションの輪が広がりましたね。 

赤ちゃんを育てているママはどうしても

孤立感や不安を感

イベントは赤ちゃんとママに

ます。おかげさまでたくさんの

会い、これからもこの

きたいと思ってい

ちゃんとママ対象      

にてアートプログラム展 

          足に？ 

    

ちゃんヨガちゃんヨガちゃんヨガちゃんヨガ  2 回                                        

       講師講師講師講師 

                      大内祐子先生大内祐子先生大内祐子先生大内祐子先生 

  

     
        

振り返って         

がつながった今回。回を重

になるなど、アートプログラム

てているママはどうしても

感じやすいので、今年の

ちゃんとママに特化してい

おかげさまでたくさんの笑顔に出

これからもこの笑顔をつないでい

っています。 



平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    子子子子どもどもどもども文庫井筒屋文庫井筒屋文庫井筒屋文庫井筒屋

イベント参加者数イベント参加者数イベント参加者数イベント参加者数    

 

本宮いどばた会は、妊娠・出産

つどいのひろばつどいのひろばつどいのひろばつどいのひろば事業事業事業事業    さくらんぼひろばさくらんぼひろばさくらんぼひろばさくらんぼひろば

 

 

 

  

                  

子育子育子育子育てててて支援支援支援支援さくらんぼさくらんぼさくらんぼさくらんぼ        本宮本宮本宮本宮

               子子子子どもどもどもども

 

    

                      

子育子育子育子育てのてのてのての事事事事でででで困困困困ったらったらったらったら    

0243024302430243----34343434----5270527052705270    本宮本宮本宮本宮

さくらんぼひろば・さくらんぼひろば・さくらんぼひろば・さくらんぼひろば・ホームスタートさくらんぼホームスタートさくらんぼホームスタートさくらんぼホームスタートさくらんぼ

本宮本宮本宮本宮いどばたファミリーサポートセンターいどばたファミリーサポートセンターいどばたファミリーサポートセンターいどばたファミリーサポートセンター

〒969-1133 福島県本宮市本宮中条

平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年 3333 月発行月発行月発行月発行    「「「「福島福島福島福島

                                            

                                    イベントイベントイベントイベント情報情報情報情報などなどなどなどはブログではブログではブログではブログで

                                        さくらんぼひろばでもさくらんぼひろばでもさくらんぼひろばでもさくらんぼひろばでも

                    

    

    

    

                                                                                                        

  
未就学 

男 

未就学 

女 

小学生 

男 

小学生

計 ６３８ ４２３ ６６ ６８

イベント名 子供 大人 

ままカフェ 159 168 

ままカルチャー 40 36 

運動教室 65 54 

アートプログラム 47 46 

商店子育

設「

の２

のびのびと

保護者

急

講習会、育児クラブの支

援など要請に応じてスタ

ッフが出張託児します。 

文庫井筒屋文庫井筒屋文庫井筒屋文庫井筒屋子育子育子育子育ててててひろばひろばひろばひろば年間来場者数年間来場者数年間来場者数年間来場者数（人）（人）（人）（人）    開催日数開催日数開催日数開催日数

    のべ人数（人）のべ人数（人）のべ人数（人）のべ人数（人）    

出産から成人するまで、切れ目の無い支援

さくらんぼひろばさくらんぼひろばさくらんぼひろばさくらんぼひろば                        ホームスタートホームスタートホームスタートホームスタート

                   

本宮本宮本宮本宮いどばたいどばたいどばたいどばたファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンター    

どもどもどもども緊急緊急緊急緊急サポートネットワークふくしまサポートネットワークふくしまサポートネットワークふくしまサポートネットワークふくしま（（（（

本宮本宮本宮本宮いどばたいどばたいどばたいどばた会子育会子育会子育会子育てててて支援事業部支援事業部支援事業部支援事業部    

ホームスタートさくらんぼホームスタートさくらんぼホームスタートさくらんぼホームスタートさくらんぼ    

いどばたファミリーサポートセンターいどばたファミリーサポートセンターいどばたファミリーサポートセンターいどばたファミリーサポートセンター    ((((090090090090----1375137513751375----6941694169416941 平平平平)))) 

本宮市本宮中条１６ ソレイユ本宮２階 

福島福島福島福島へそのまちへそのまちへそのまちへそのまち親子親子親子親子のののの明日明日明日明日もももも元気元気元気元気プログラムプログラムプログラムプログラム」」」」

はブログではブログではブログではブログで検索検索検索検索    

さくらんぼひろばでもさくらんぼひろばでもさくらんぼひろばでもさくらんぼひろばでも発信中発信中発信中発信中！！！！    

     

                                                                                                        ４４４４    

小学生 

女 

保護者 

男 

保護者 

女 

中高生 

男 

中高生 

女 

一般

男

６８ ９ ７４２ ０ ５ ３４

計 開催数 イベント名 子供 大人

 324 １２回 ベビーマッサージ 12 

 79 ４回 おはなし会 84 

 119 ９回 音楽療法 27 

 93 3 回 合計 434 

特定非営利活動法人 本宮

●理事長   八木沢 

●設立年月日平成 13 年

●設立目的 

この法人は、市民に対して

を目指す事業を行い、誰

まちづくりに寄与することを

ホームページ www4.plala.or.jp/kbyukikoa

ブログ 本宮いどばた

店子育て支援複合型施

「ソレイユ本宮」 

２階。広々とした空間は

のびのびと活動できます。 

保護者の方の通院、就職活動、学校行事、残業、

急な時も、あらゆる場面でのお子さんの託児や送迎

専門的な講習を受

を訪問してお子さんと

聞いたりします。

（無料） 

開催日数開催日数開催日数開催日数    221221221221 日日日日 

支援を目指しています。                                                                                                

ホームスタートホームスタートホームスタートホームスタートさくらんぼさくらんぼさくらんぼさくらんぼ    

        

（（（（本宮支部本宮支部本宮支部本宮支部））））    

 

」」」」事業報告書事業報告書事業報告書事業報告書    

一般 

男 

一般 

女 
来場者 

３４ ８２０ ２８１５ 

大人 計 開催日数 

12 24 ２回 

69 153 ７回 

24 51 ３回 

409 843 ４０回 

本宮いどばた会 

 典子 

年 9 月 20 日 

して生活の質向上 

誰もが住みよい 

することを目的に設立。 

www4.plala.or.jp/kbyukikoane 

いどばた会つくしんぼ日記 

、幼稚園保育所の送迎 

送迎に対応します。 

受けたスタッフが、お宅

さんと遊んだりお話を

。妊娠中から利用可能。


