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ἲேタ❧ࡽ㸶ᖺ┠ࠋᖺࡶࡲࡓ↓⥲

ࡳ࡛ࡶ࠸࠺ࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠊࡑࢀࡒࢀࡾ

ࡀ㏄࠼ࡽࢀࡿࡇࢆ࡚ࡶ࠺ࢀࡋࡃᛮࡗ

㉺࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ㄢ㢟ࡣࡓࡃࡉࢇ࠶ࡾ

࡚࠸ࡲࡍࠋᕷẸᅋయࡏࡼࠊ㹌㹎㹍ἲே

ࡲࡍࠋࡋࡋࠊࡇࡢ㸰ࡘࡢ⮬ᴗࡀጞࡲ

ࡏࡼࠊάືࢆጞࡵ࡚᭶᪥ࡀࡓࡘࠊဨࡸ

ࡗࡓ࠾ࡆ࡛ࡲ࡛᥋Ⅼࡢ࡞ࡗࡓ࠸ࢁ࠸

ᐇ㝿άື࡛ࡁࡿேࡢῶᑡ࠸࠺ㄢ㢟ࡪ

ࢁ࡞ேࡓࡕฟ࠸ࠊࡶάື࡛ࡁࡿࡼ

ࡘࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡀᑡ࡞ࡃ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

࠺࡞ࡗࡓࡇࡣఱࡼࡾࡼ࠸ࡇࡔࡗࡓ

ࡑ࠺ࡋࡓ࡞ࠊ⚾ࡓࡕᏊ⫱࡚ࡗࡡࡗ

⚾ࡣᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋάືࡢཧຍࡢᙧࡣ

ࡣࠊᖺࢆ㏣࠺ࡈဨࡸάື㛵ࢃࡗ࡚

࠸ࢁ࠸ࢁ࠶ࡾࡲࡍࠋᡭ㊊ࢆࡗ࡚ാࡃࡇ

ࡃࡔࡉࡿேࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊᮏᙜ࠶ࡾ

ࡔࡅࡀཧຍ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ㸯ே㸯ே࡛

ࡀࡓ࠸ࡇ࡛ࡍࠋἲேࡢ⮬ᴗࡋ࡚㸰

ࡁࡿཧຍࡢᙧ࡛Ꮚ⫱࡚ࡗࡡࡗࡢάື

㸮㸯㸵ᖺᗘࡣᏊࡶ㣗ᇽࠕࡳࢇ࡞ࡢࢸ࣮

ࢆࡇࢀࡽࡶᨭ࠼࡚࠸ࡓࡔࡅࡓࡽࡇࢇ࡞

ࣈࣝࠖࡀࠊࡑࡋ࡚㸰㸮㸯㸶ᖺᗘࡣᛕ㢪ࡔ

࠺ࢀࡋ࠸ࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

ࡗࡓᐙᗞゼၥᆺᏊ⫱࡚ᨭࠕ࣮࣒࣍ࢫࢱ࣮

ᖺᗘࡶࡲࡓ㸯ᖺ㛫࠺ࡒࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸

ࢺࠖࡀᮏ᱁ࢫࢱ࣮ࢺࡋࡲࡋࡓࠋ⏕ࡳࡢⱞࡋ

࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

⌮㛗 す⏣⏤グᏊ

㸺㐳ࡿࡇ㸷ᖺ๓㸼   㰺⸨ࡉࢇ୍ゝ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ

ࣇ࣑࣮ࣜࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮タ❧๓ࠊ  ሙࠊ࠸࠺┠ⓗࡀᙉ࠸ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ
⏝⪅ࡢ❧ሙ࡛㆟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡢࡀࠊ
ࡑࡋ࡚ࠊ࣮࣒࣍ࢫࢱ

ᮏἲே㛗࠸࠾ࡁྜ࠸࡞ࡿࡁࡗࡅ࡛
࣮ࢺࡢࢺࣛࢫࢸ࣮
ࡋ࡚㛵ࢃࡽࡏ࡚㡬ࡃ
ࡍࠋ
ࠕࡇ࠺࠸࠺ࣇ࣑ࢧ࣏ࡀ࠶ࡿ࡞ࡽࠊᏳᚰ

⮳ࡾࡲࡍࠋ
ࡋ࡚ࡶ࠺୍ே⏘ࡵࡿ㸟ࠖ☜ಙࡋࡓࡇࢆࠊ
ぶᏊࡢᬽࡽࡋࡀࠊྛᴗ
ࡶ㩭᫂ぬ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡲࡓࠊࡘ࠸ࡢᗈሙࡢ࣮࢜ࣉࣥ᪥ࡣࡉ
ࡢⓎᒎࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆࠊ㌟ࢆ௨
ࡗࡑࡃ⏝ࡋࡲࡋࡓࠋࡓࡲࡩࡽࡗᐤࡽ
ࡏ࡚㡬࠸ࡓ᪥࡛ࡶ ࡃ㏄࠼ࡽࢀࡓࡇࡣࠊ ࡗ࡚▱ࡿ❧ሙࢆάࡋࠊᚤຊ࡞ࡀࡽ⌮ࢆ
ົࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᒃሙᡤࢆឤࡌࡽࢀࡿࡦࡁ࡛ࡋࡓࠋᏊ
⌮࣭+6 ࢺࣛࢫࢸ 㰺⸨⣫Ꮚ
ࡶ㣗ᇽ࡛ࡣࠊ⑂ᘢࡋࡓ⚾ࡢᜥᢤࡁࡢ


㹌㹎㹍ἲேࠕᏊ⫱࡚ࡗࡡࡗࠖဨເ㞟୰㸟
ᙜἲேࡢ┠ⓗ㈶ྠࡋࠊάື᥎㐍ࡍࡿಶே࠾ࡼࡧᅋయࡢ᪉ࠋୗグࡲ࡛ࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᖺ㈝эṇဨ㸻㸰㸮㸮㸮  㐃⤡ඛ 㹒㹃㹊 090-9230-8755
ᨭ࠼ဨ㸻㸯㸮㸮㸮㸦㸯ཱྀ㸧     㹄㸿㹖 0287-47-6252
                      㹆㹎 http://hottonetto.com/
             
㹃࣓࣮ࣝ hotnet@tbz.t-com.ne.jp
                     
௦ ⾲
す⏣⏤グᏊ

             ሙᡤࡣࡑࡢࡲࡲጤクྔ࠸ᐇ㸟㸮㸰㸶㸵㸵㸱㸶㸴㸲㸶



ࡗࡣᖺ㸲᭶ࡽᕷࡢጤクࢆ
ཷࡅࠊࡉࡽ㸳ᖺ㛫㐠Ⴀࢆ⥆ࡅࡿࡇ
ӍឝΏ
Ӎឝ
࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ἛὒἸἹἥἧἕ
ἕἪẪ
ἛὒἸἹἥἧἕἪẪΏ
㸰㸮㸯㸶ᖺᗘࡢ⏝⪅ࡣࠊ㸰㸯㸴㸰
ࢆ㐃ࢀ࡚ฟࡅ࡚ࡋ࠸ࠖ࡞ࡀ࠶ࡾ
⤌㸦ே㸰㸯㸵㸶ேࠊᏊࡶ㸰㸳㸴㸴
ࡲࡋࡓࠋ⏝ᕼᮃᐇ㝿ࡢ⏝ࡣᕪ
ேࠊィ㸲㸵㸲㸲ே㸧࡛ࡋࡓࠋ๓ᖺᗘẚ
ࡀ࠶ࡿࡣᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ࠸ࡗࡓ࠸ࢇ
㸯㸮㸴㸣ࠊᖺࠎ⏝⪅ࡀቑ࠼࡚࠸ࡲ
࡞ᅵ᭙᪥࡞ࡿࡢࠊࢻ࢟ࢻ࢟ࡋ࡚࠸
ࡍࠋᖺᗘࡣጤクࢆᶵࠊ᭶㸯ᅇ➨
ࡲࡍࠋ࠾∗ࡉࢇࡀᏊࡶ㐟ࡧࡸࡍ࠸
㸲ᅵ᭙᪥ࢆ㛤㤋ࡍࡿࡇࡋࡲࡋࡓࠋ
࠾ࡶࡕࡷࡢ⏝ព㸦࠾∗ࡉࢇࡶክ୰࡞
ᖺᗘᮎࣥࢣ࣮ࢺ࡛ᅵ᭙᪥ࡢ⏝ពྥ
ࢀࡿ࠾ࡶࡕࡷ㸽㸧ࡸᤵஙᐊࡢᩚഛ࡞ࠊ
ࢆᑜࡡࡓࡇࢁࠊ⏝ࡋࡓ࠸⟅࠼ࡓ
‽ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠾ẕࡉࢇᏊ
᪉ࡀീ௨ୖከࡃ㦫ࡁࡲࡋࡓࠋ⌮⏤
ࡶࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࠾∗ࡉࢇࠊࡑࡋ࡚࠾ࡌ
ࡋ୍࡚␒ᣲࡆࡽࢀࡓࡢࡣࠊ
ࠕᅵ᭙᪥
࠸ࡕࡷࢇ࣭࠾ࡤ࠶ࡕࡷࢇ࡞ࡔࢀࡶࡀ
ࡶኵࡀࡔࡽ࡛ࠖࠊࠕᅵ࣭
Ẽ㍍᮶ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡦࢁࡤࢆ┠ᣦ
᪥⾜ࡃࡇࢁࡀ࡞࠸ࠖ
ࠕኵࡀࢇ࡞
ࡋ࡚㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࢁ▱ࡾࡓࡀࡗ࡚࠸ࡿࠖ
ࠕኵᏊࡶ

ࡗࢫࢱࢵࣇ す⏣࣭ᐊ࣭࣭ᫍඵᮌἑ࣭᰿ᮏ

            ᘬࡗ㉺ࡋᚋ୍ᖺ⏝⪅ቑ㸟 㸮㸰㸶㸵㸱㸴㸴㸶㸲㸮


ࡘ࠸ࡢᗈሙ͆ࡲ㹼ࡿ͇ࡣ⛣㌿ࡋ࡚
  ᖺࡀ⤒ࡕࡲࡋࡓࠋ
᭱㏆ࡲ㹼ࡿ࡛ࡣࠊ
▱ࡾྜ࠸ྠኈ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࡶ࠸ࡢᏊࢆ
ࡳࡓࡾࠊ㉥ࡕࡷࢇࢆᢪࡗࡇࡋ࡚࠶ࡆࡓ
ࡾࠊవ⿱ࡀ࡛ࡁࡓ࠾ẕࡉࢇ㐩ࡀ⮬↛
⾜ືࡋ࡚ࡃࢀࡲࡍࠋ⚾㐩ࢫࢱࢵࣇࡣࠊ
ࡑࢇ࡞ሙ㠃ࢆぢ࡚࠸ࡿ࡚ࡶ࠶ࡓࡓ
࠸Ẽᣢࡕ࡞ࡾࡲࡍࠋ࠾ẕࡉࢇྠኈ
ࡀࠊ࠸ຓࡅྜ࠸࡞ࡀࡽᏊ⫱࡚ࢆࡋ
࡚࠸ࡅࡿሙᡤ࡞ࡿࡼ࠺ࠊᑡࡋ࡛ࡶ
ᛂ࣭ຓゝࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ດຊࡋ࡚࠸ࡁ
ࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᖺᗘᮎࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ࡣࠕᗈࡃ
࡞ࡾ⏝ࡀࡋࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓࠖ
ࠕሙᡤࡀࢃ
ࡾࡸࡍ࠸ࠖ
ࠕ㥔㌴ሙࡀᗈࡃ࡚Ᏻᚰࠖ➼ࠊ


⛣㌿ࡋ࡚ࡼࡗࡓᛮ࠼ࡿពぢࢆࡓࡃ
ࡉࢇ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ⏝≧ἣࡣࠊ
ᖺᗘẚ࡛ࠑ㸮㹼㸯ṓඣ㸯㸱㸮㸣ࠒ
ࠑ ṓ
ඣ㸴㸰㸣ࠒࠑ㸱ṓඣ㸯㸯㸴㸣ࠒ
ࠑ㸲㹼㸳
ṓඣ㸱㸮㸮㸣ࠒ㸲㹼㸳ṓඣࡢ⏝ࡀ
ᖜቑ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋయࡋ࡚ࡣ㸯
㸮㸴㸣ࡢቑ࡛ࡋࡓࠋ㸰ṓඣࡢࡳῶᑡ
࠸࠺⤖ᯝࡣࠊẕぶࡢᑵᴗቑຍࡼࡿࡶ
ࡢࡀ⌮⏤⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡽࡢ
యࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᚋࡢࡲ㹼ࡿࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡇ࠺⪃࠼࡚࠸
ࡲࡍࠋ
ࡲ㹼ࡿࢫࢱࢵࣇ 
㧘᰿⃝࣭ἑⓏ࣭ᚋ⸨࣭ᕝᓥ

ࡳࢇ࡞ࡢࢸ࣮ࣈࣝ      ▱㡢㣗ᇽ࣎ࣛࣥࢸᨭ࠼ࡽࢀ࡚
ࡀ


Ꮚࡶ㣗ᇽࡢ┳ᯈࡢࡰࡾࡀୖࡀ
ࡽ࡛ࡍࠋᑡࠎ㦁ࡈ࠺ࡀἽࡁࡉࡅࡰ࠺
ࡾࠊ࠾ᐈᵝࢆ㏄࠼ࡿ‽ഛ㸟ࢫࢱࢵ
ࡀ↓♩ㅮ࡛ࡍࠋࢫࢱࢵࣇࡶᡭຓࡅࡋ࡚
ࣇࡣࠊ➗㢦࡛᮶࡚ࡃࢀࡿᏊ౪㐩ࢆᚅࡕ
ࡃࢀࡲࡍࠋᢪࡗࡇࡶࡋ࡚ࡃࢀࡲࡍࠋఱ
ࡲࡍࠋ࠾ẕࡉࢇᡭࢆࡦࢀ࡚ࡃࡿᏊࠊ ࡚⣲ᩛ࡞㢼ᬒ࡛ࡋࡻ࠺ࠋሙࡣ⏝ே
㉮ࡗ࡚ཷࡅࡅࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿᏊࠊᐙ᪘
ᩘࡀ⃭ῶࡋࡲࡍࠋ㢼㑧ࠊࣥࣇ࢚ࣝࣥ
ⓙ࡛᮶࡚ࡃࢀࡿᏊࠊᵝࠎ࡛ࡍࡀࠊࢸ࣮
ࢨࠊ⫶⭠⅖ࠊᐮࡉ࣭࣭࣭ࡑࢀ࡛ࡶ⚾㐩
ࣈࣝࢆᅖࡳ࠾ႅࡾࢆࡋ࡞ࡀࡽ㣗࡚ࡃ
ࢫࢱࢵࣇࡣࠊ࠸ࡘࡶኚࢃࡽࡎ᮶ᗑࡋ
ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋእ㣗㊊㋃ࡳࡋ࡚࠸ࡿᐙ
࡚ࡃࢀࡿ࠾ᐈᵝࢆᚅࡕࡲࡍࠋ
͆⥅⥆ࡣຊ
᪘ࡶࠊࡇࡇ࡞ࡽᏳᚰ㣗ࢆᴦࡋࢇ࡛
࡞ࡾ͇ᬮ࠸ࡢゼࢀඹࠊࡲࡓ
ࡃࢀ࡚࠸ࡿࡼ
⏝ࡋ࡚ࡃࢀࡿே㐩ࡢ➗㢦ฟ࠼ࡿࡼ
࠺࡛ࡍࠋ࡞ࡐ
࠺ࠊⓙ࡛ຊࢆྜࢃࡏ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮࡗ
࡞ࡽྠࡌᏊ౪
࡚࠸ࡲࡍࠋඖྕࡶ௧ࠊᖺᗘࡢ࣋
㐃ࢀࡢ௰㛫ࡀ
ࣥࢺ➼ࡣỴࡲࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࡀࠊከࡃࡢ
ໃࢸ࣮ࣈࣝ
ே㐩႐ࢇ࡛ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺⏬୰࡛ࡍࠋ
ࢆᅖࢇ࡛࠸ࡿ
ⓙࡉࢇࡢ᮶ᗑ࠾ᚅࡕࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ᢸᙜ ᓥ⏣࣭ஂಖ࣭⇃ஂಖ࣭ᚋ⸨࣭బࠎᮌ
ࡑࡢ㸯㸰ྡ 㹆 ᖺ㸱᭶⌧ᅾ ࡢ࣎ࣛࣥࢸᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

        㹼ᚲせ࡞ᨭࡢᐇࢆ㹼  㸺㐠Ⴀ㈝ເ㔠ཷ୰㸟㸼



 ᭶ࡽ࣮࣒࣍ࢫࢱ࣮ࢺάືࢆ㛤ጞ
ࡋࡲࡋࡓࡀࠊ ᭶ࡲ࡛  ௳ࡢ⏦ࡋ㎸

ࡳࡀ࠶ࡾࠊ࣮࢜࢞ࢼࢨ࣮࣮࣒࣍ࣅ
 ࢪࢱ࣮࡛  ᅇࡢゼၥࢆࡋࡲࡋࡓࠋゼၥ
ࡀ⤊ࡋࡓ⏝⪅ࡢ᪉ࠎࡳ࡞ࡉࢇ
 ࠕ⏝ࡋ࡚ࡼࡗࡓࠖゝࡗ࡚࠸ࡓࡔ
ࡅࡓࡢࡶࠊ࣮࣒࣍ࣅࢪࢱ࣮ࡢࡳ࡞ࡉࢇ
ࡢ࠶ࡓࡓ࠸Ẽᣢࡕࡢ࠾ࡆࡔᛮࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋ
ඛ᪥ࠊⰼ⋤ࣁ࣮ࢺ࣏ࢣࢵࢺᴦ㒊ࡢ
ຓᡂ㔠ࢆ࠸ࡓࡔࡃࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡣⰼ⋤ࡢ♫ဨ᭷ᚿࡢ᪉ࡀẖ᭶✚❧
ࢆࡋ࡚ࠊ132 ࡞ࡢάືᨭࡋ࡚ࡃࡔ
ࡉࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡍࡀࠊຓᡂ㔠ࡢ  ḟ
㑅⪃࡛ࡣࠊⓙࡉࢇࡀᢞ⚊ࡶ࣓ࢵ
ࢭ࣮ࢪࡶᐤࡏ࡚ࡃࡔࡉࡾࠊࡇࡢάື

ࡢᮇᚅࡸࠊບࡲࡋࡢゝⴥࢆ࠸ࡓࡔࡁ
࡚ࡶឤ⃭ࡋࡲࡋࡓࠋ
ࠕ࠶ࡓࡓ࠸ᛮ࠸࡛ࠖฟ᮶ࡿᆅᇦ
ᚲせ࡞άື㸦ゼၥ࣎ࣛࣥࢸࡸᐤ
࡞㸧ࢆⓙ࡛ᑡࡋࡎࡘࡋ࡚ࠊᆅᇦࡢᏊ
⫱࡚ຊࢆࢵࣉࡋࠊఫࡳࡼ࠸ᆅᇦࡋ
࡚࠸ࡅࡓࡽᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࡓࡵ
ࡣࡲࡎࠊࡇࡢάືࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ
ࡼ࠺ᗈࡵ࡚
࠸ࡁࡓ࠸࡛
ࡍࠋⓙࡉࢇࡢ
ࡈ༠ຊࢆ
࠺ࡒࡼࢁࡋ
ࡃ࠾㢪࠸࠸
ࡓࡋࡲࡍࠋ
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サポート会員募集中！ ０２８７-４７-６２５２
ファミリーサポートセンターは、おかげさまで 8 度
目の春を迎えております。育休明けの安田さんが復
帰し、スタッフ 5 人態勢でのスタートです。
7 年間の累計会員数は 1000 人を超え、30 年度の
サポートは 1770 件でした。件数の数え方がこれま
でとは変わりましたが、依然として送迎が多いこと
は変わりません。利用会員の要望に応えていくため
には、引き続き送迎のできるサポート会員を増やし
ていくことが求められます。サポート会員養成講座
は前回よりファミサポが主催となりました。日程や
内容を見直し、より魅力的で参加しやすい講座にしていきたいと思っていますので、
是非お知り合いにご紹介下さい。サポートを利用した若い世代が、いずれサポート
する側になってくれるような循環ができれば嬉しい
な…と思いつつ、今年度もスタッフ一同知恵を絞り、
力を合わせて進んでまいります。ホームページも新し
くなりました‼今年度もどうぞよろしくお願いいたし
ます。
スタッフ 長瀬・磯・熊久保・久保・安田
平成３０年度を振り返って

０９０-９２３０-８７５５

平成 30 年度の依頼回数は、黒磯地区 15 回、西那須野
地区 4 回の計 19 回となりました。のべ託児数は 103 人、
のべサポーター数 59 人となっております。地区によって
回数に差がありサポーターさんへの声掛けが難しいのが
悩みどころです。活動としては依頼が多かった平成 29 年
度とほぼ同水準でした。少しずつですが地域に認知され
ているように感じられます。初めての経験としましては、
幼児を含む小学生メインの大きな依頼があった事です。
年齢差が大きく難しさもありましたが、サポーターさんの力量が発揮された貴重な
経験となりました。今年度も登録いただいている 95 名のサポーターさんと共に『次
も是非！』と再び声をかけていただけるよう努めて参ります。HP も充実してきまし
た。今年度も皆さまのご協力お願いいたします。 集団託児担当 久保・安田
編集後記：ほっとねっと通信 11 号もご覧いただきありがとうございます。昭和から平成と生きて、今
年は、令和元年を迎えられたことが不思議にさえ感じております。いつの間にか７０年がすぎておりま
した。私ごとではありますが理事の任務も困難になり、この度、理事を退任することにいたしました。
長い間、理事として関わらせていただいたこと、感謝の気持ちでいっぱいです。この場をお借りして御
礼申し上げます。また、ほっとねっと通信は編集者募集中です。
090-1818-2855 佐々木ツヤ子

