㻺㻼㻻 ἲே䛿䚸᪥ᮏㄒ䛷≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே䛸
䛔䛔䚸䛂㠀Ⴀ䛃䛸ゝ䛖ゝⴥ䛜䛿䛔䛳䛶䛔䜛䛯䜑䛛䚸

䛿䛪䛷䛩䚹䛭䜜䜙䜢Ᏻᐃⓗ䚸⥅⥆ⓗ䛻⾜䛺䛳䛶䛔
䛟䛯䜑䛻䜒䚸㻺㻼㻻 ἲே䛸䛿ఱ䛛䚸䜏䜣䛺䛻ṇ䛧䛟▱

┈䜢ฟ䛧䛶䛿䛔䛡䛺䛔ᅋయ䚸䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛾ᅋయ

䛳䛶䜒䜙䛖䛣䛸䛾ᚲせᛶ䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛾䛤䜝䛷䛩䚹㻌

䛸ㄗゎ䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䛜䜘䛟䛒䜚䜎䛩䚹ṧᛕ䛺䛣䛸䛻༠
ാ䛾┦ᡭ䛷䛒䜛⾜ᨻ⫋ဨ䛷䜒䛣䛾䜘䛖䛺ㄗゎ䜢䛧䛶

㻌 Ꮚ⫱䛶䜋䛳䛸䛽䛳䛸䛷䛿䚸ᖺ䛿䛣䜜䜎䛷άື䛾
ᰕ䛻䛺䛳䛶䛝䛯䝣䜯䝭䝸䞊䝃䝫䞊䝖䝉䞁䝍䞊䛸䠎䛴䛾

䛔䜛ே䛜ᑡ䛺䛟䛒䜚䜎䛫䜣䚹㻺㻼㻻 ἲே䛿┈䜢ฟ

䛴䛹䛔䛾ᗈሙ䛾㐠Ⴀ䛸䛔䛖ᕷ䛾ጤクᴗ䛻ຍ䛘䚸

䛧䛶䛔䛡䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛟䚸ᚓ䛯┈䛿ἲே䛜ᐃḰ
䛻ᐃ䜑䛯ᴗ䛾䛯䜑䛻䛖䛣䛸䛸䛥䜜䚸㓄ᙜ䛺䛹䛸
䛧䛶ဨ䛻ศ㓄䛧䛶䛿䛔䛡䛺䛔䛸䛔䛖䛰䛡䛷䛩䚹䛣

Ꮚ䛹䜒㣗ᇽ䚸ᐙᗞゼၥᆺᏊ⫱䛶ᨭ䝩䞊䝮䝇䝍䞊
䝖䛾ᐇ䛻ྥ䛡䛶ື䛝ጞ䜑䜎䛧䛯䚹㻌

䛾䜘䛖䛺ㄗゎ䛿 㻺㻼㻻 ἲே䛜᪂䛧䛔䛣䛸䛻ᣮᡓ䛧䜘䛖䚸
䜘䛔ேᮦ䜢⫱䛶䜘䛖䛸䛔䛖䛸䛝䛾䛝䛺ቨ䛻䛺䛳䛶䛔

䛣䜜䜎䛷ᇵ䛳䛶䛝䛯䛥䜎䛦䜎䛺䛤⦕䛻⚾䛯䛱䛾άື
䛜ᨭ䛘䜙䜜䛶䛔䜛䛣䛸䜢ᛮ䛔䚸ឤㅰ䛷䛩䚹㻌
⌮㛗㻌 す⏣⏤グᏊ

䜎䛩䚹㻺㻼㻻 ἲே䛰䛛䜙䛣䛭䛷䛝䜛䛣䛸䛜䛯䛟䛥䜣䛒䜛

䝥䝺䜸䞊䝥䞁㻌 䠄㻤 ᭶ 㻝㻜 ᪥䚸㻞㻝 ᪥䠅㻌 䜸䞊䝥䞁 㻥 ᭶ 㻡 ᪥䠄ⅆ䠅䠄䛡䜣䛱䜣Ồ䛸⳯ 㼑㼠㼏㻚䠅㻌
㻥 ᭶ 㻝㻢 ᪥㻔ᅵ㻕䠄䜎䛩䛾䛴䛛䜏ྲྀ䜚ሷ↝䛝 㼑㼠㼏㻚䠅㻌
㻝㻜 ᭶ 㻟 ᪥㻔ⅆ㻕䠄ΰ䛬䛤㣤䚸ᕧ䝣䝷䜲䝟䞁䛾┠⋢↝䛝 㼑㼠㼏㻚䠅㻌
▱ྡᗘ䝊䝻䛛䜙䛾䝇䝍䞊䝖䚸䛭䜜䛷䜒䝏䝷䝅䜔䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜢ぢ䛶᮶
䛶䛟䜜䛯䛚ᐈᵝ䚸ᚋ䛾ㄢ㢟䛿䚸ே䛛䜙ே䜈䛸ఏ䜟䜚▱㡢㣗ᇽ䛷⾜䛖᭶
䠎ᅇ䛾Ꮚ䛹䜒㣗ᇽ䜢▱䛳䛶䜒䜙䛖䛣䛸䚹䛚䛔䛧䛔㣗䛿▱㡢㣗ᇽ䛥䜣䛜ᥦ
౪䛧䛶䛟䜜䜎䛩䚹ᛌ㐺䛺ᒃሙᡤస䜚䛿䚸⚾㐩䝇䝍䝑䝣䛜㡹ᙇ䜚䜎䛩䚹㻌 㻌
ẖ᭶➨䠍ⅆ᭙᪥䛾ኪ䛸䚸➨䠏ᅵ᭙᪥䛾䛻㛤ദ䛧䜎䛩䚹ᖐ䜚䛻䛚
Ꮚ䛥䜣䛸୍⥴䛻ཪ䛿ᐙ᪘䛷䚸䛚Ꮚ䛥䜣䛰䛡䛷䜒䠫䠧䛷䛩䚹䇾䛿䛨䜑䛾୍Ṍ䇿ⓙ䛥䜣㊊䜢ᘏ䜀䛧䛶䜏䜎䛫䜣䛛䚹
Ꮚ䛹䜒㣗ᇽ䜢ᡭఏ䛳䛶䛟䜜䜛䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛾᪉䜒ເ㞟䛧䛶䛔䜎䛩䚹⯆䛾䛒䜛᪉୍⥴䛻Ꮚ䛹䜒㣗ᇽ䛻ᦠ䜟䛳
䛶䜏䜎䛫䜣䛛䠛ᚅ䛳䛶䛔䜎䛩䚹㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᚋ䛾ணᐃ䛿䊼㻌
㻝㻜 ᭶ 㻞㻝 ᪥㻔ᅵ㻕㻌㻝㻝䠖㻟㻜䡚㻝㻟䠖㻟㻜㻌 㻝㻝 ᭶ 㻣 ᪥㻔ⅆ㻕㻌㻝㻣䠖㻟㻜䡚㻝㻥䠖㻟㻜㻌 㻌 㻝㻝 ᭶ 㻝㻤 ᪥㻔ᅵ㻕㻌㻝㻝䠖㻟㻜䡚㻝㻟䠖㻟㻜㻌
㻝㻞 ᭶ 㻡 ᪥㻔ⅆ㻕㻌㻝㻣䠖㻟㻜䡚㻝㻥䠖㻟㻜㻌 㻌 㻝㻞 ᭶ 㻝㻢 ᪥㻔ᅵ㻕㻌㻝㻝䠖㻟㻜䡚㻝㻟䠖㻟㻜 䛷䛩䚹㻌
ᢸᙜ䝇䝍䝑䝣㻌 ᓥ⏣㻌 ᑠ㯮㻌 ᚋ⸨㻌 Ᏻ⏣㻌 ⇃ஂಖ㻌 䛭䛾䛾䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛷㐠Ⴀ䛧䛶䛔䜎䛩䚹㻌
㹌㹎㹍ἲேࠕࡗࡡࡗࠖဨເ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
Ꮚ

㸲᭶ධᅬࢆ㏄࠼ࡓᏊࡶࡓࡕࡀࡓࡃࡉ
ࡀࡓࡃࡉ
ࡀࡓ
ࡃࡉ
ࡣࠕ㉥ࡕ
ࡣࠕ
㉥ࡕࡷࢇ
㉥ࡕ
ࡷࢇ
ࡣࠕ㉥ࡕࡷࢇ㞟ࡲࢀ㸟ࠖࡢ᪥ࡢᖺ㛫ணᐃ⾲
ࢇ࠸࡚ࠊࡇࢀࡽࡗࡣ࠺࡞ࡿࡢ࡞
ࢆసࡗࡓࡾࠊ⏝⪅ࡢ᪉ࡢᥦ࡛ࠕࡡࢇࡡ
ࡕࡻࡗᚰ㓄ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ᪂ࡋ࠸
࣮ࢺࡢ᪥ࠖࢆタࡅࡓࡾࠊ㉥ࡕࡷࢇゼၥࢆ
ᑠࡉ࡞Ꮚࡶࡓࡕࡀḟࠎ᮶࡚ࡃࢀࡿࡼ࠺
ࡋ࡚࠸ࡿẕᏊಖ᥎㐍ဨࡢ◊ಟ࡛ࡗ
࡞ࡾࠊࡣᕠࡗ࡚࠸ࡃࡢࡔ࡞ᛮ࠸ࡲࡍࠋ ࡢ⤂ࢆࡉࡏ࡚ࡶࡽࡗࡓࡾ᪂ࡓ࡞ᕤኵࢆ
 ᭶ࡽ  ᭶ࡲ࡛ࡢ༙ᖺࡢ᮶㤋⪅ࡣ  ⤌ࠊ ࡋ࡚ࡳࡓࡢࡀຌࢆዌࡋࡓࡢ࡛ࡣᛮࡗ࡚࠸
ࡢ  ே࡛ࡋࡓࠋᖺྠᮇẚ 㸣
ࡲࡍࠋ
ቑ࡛ࡍࠋ≉
ᖺࡣᐃဨ‶ࡓࡎᐇ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ %3 ㅮ
 ṓඣࡢேᩘ
ᗙࡶࠕࡣࡌࡵ࡚࣐࣐ࡢࡓࡵࡢᏊ⫱࡚ᛂࣉ
ࡀቑ࠼࡚࠸
ࣟࢢ࣒ࣛࠖࡕࡻࡗࢃࡾࡸࡍ࠸◊ಟࢱ
࡚ࠊ
 ಸࠋ
ࢺࣝࡋࠊẕᏊಖ᥎㐍ဨࡉࢇࡶ༠ຊ
Ꮚ⫱࡚ࡢ࡛
ࢆࡧࡅࡓࡇࢁࠊ ྡࡢཧຍࢆᚓࡲࡋࡓࠋ
ࡁࡿࡔࡅ᪩
Ᏻ࠸ࡗࡥ࠸ࠊศࡽ࡞࠸ࡇ࠸ࡗࡥ࠸ࡢ
࠸ᮇ
Ꮚ⫱࡚ࢫࢱ࣮ࢺᮇᏊ⫱࡚௰㛫ࢆసࡿࡢ
ࡗฟ
᭱㐺ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡔឤࡌ࡚࠸ࡿࡢ࡛ᐇ
ࡗ࡚ࡋ࠸
࡛ࡁ࡚࠺ࢀࡋ࠸࡛ࡍࠋᖺᗘෆࡶ࠺୍ᗘ
࠸࠺ᛮ࠸
ᐇࡢணᐃ࡛ࡍࠋ࠸ࡘࡶ࡞ࡈࡶࢳࣕ
ࡽࠊᖺᗘ
ࣞࣥࢪࣥࢢ࡛࠶ࡾࡓ࠸࡛ࡍࠋ

ࢫࢱࢵࣇ す⏣ ᐊ ᫍ ᑠ㯮 ඵᮌἑ

ඛ᪥ࠊᐃᮇⓗ౫㢗ࢆࡃࡔࡉࡿ⏕༠ࡉࢇ
ࡢ࣋ࣥࢺࡢ㞟ᅋクඣࡢ㝿ࠊࡼࡃクඣࢆ
⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠾ẕࡉࢇࡽࠕࡲ࡛࠾ୡ
ヰ࡞ࡾࡲࡋࡓࡀࠊᗂ⛶ᅬධࡗࡓࡢ࡛ク
ඣࡣ༞ᴗ࡞ࡾࡲࡋࡓ㸟ࠖࠊኌࢆࡅࡽ
ࢀࡲࡋࡓࠋクඣࢫࢱࢵࣇࡗ࡚ࡣ୍ᅇ୍
ᅇࡀ▷࠸㛫ࡢࢃࡾ࡛ࡍࡀࠊᏊࡶ
ࡗ࡚ࡣ▷㛫࡛ࡶዲࡁ࡞࠾ẕࡉࢇ㞳
ࢀࡿࡢࡣኚຬẼࡀ࠸ࡿࡇ࡛ࡍࠋ
ேぢ▱ࡾࢆࡋ࡚ࡣἽ࠸࡚࠾ࢇࡪࢆࡉࢀ࡚ࠊ

ᅇࢆ㔜ࡡࡿࡈクඣᐊ࡛㐟ࡿࡼ࠺࡞
ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕ୍␒ࡢ࠾ጜࡉࢇ࡞ࡗࡓዪ
ࡢᏊࡢጼࠊẖᅇࡗࡡࡗࡢ㞟ᅋクඣ
ࢆಙ㢗ࡋ࡚㡸ࡅ࡚ୗࡉࡗࡓ࠾ẕࡉࢇࡢࡇࡢ
ゝⴥࠊ࡚ࡶᎰࡋࡃ࡞ࡗࡓࡢྠࠊ
ࡇࢀࡽࡶᏳᚰࡋ࡚౫㢗ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺
㌟ࡀᘬࡁ⥾ࡲࡿᛮ࠸ࡀࡋࡓ▐㛫࡛ࡋࡓࠋ
10 ᭶᪂ࡓ࡞クඣࢫࢱࢵࣇࡢⓏ㘓ࡀቑ࠼ࠊ
77 ྡ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡗࡡࡗࡢ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㞟ᅋクඣࡢෆࢆ㍕ࡏࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࠊࡼࡾሗࢆ࠾▱ࡽࡏࡋࡸࡍࡃ࡞
ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋάື௳ᩘࡸࢃࡿࢫࢱ
ࢵࣇࡀከࡃ࡞ࡗ࡚ࡶࠊࢫࢱࢵࣇ㛫ࡸ౫㢗⪅
ࡢ᪉ࡢ㐃ᦠࡸಙ㢗㛵ಀࢆษࠊࡑࡋ࡚
࠾Ꮚࡉࢇࡢฟ࠸ࢆษࡇࢀࡽࡶά
ືࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ᢸᙜ Ᏻ⏣

䛴䛹䛔䛾ᗈሙ䇾䜎䡚䜛䇿䜒 㻡 ᖺ┠䜢㏄䛘䚸ᕷ䛾
䜢㏄䛘䚸
䛘䚸ᕷ䛾
䛘䚸
ᕷ䛾

㐩䛻䛺䛳䛶䛔䜛䜘䛖䛷䛩䚹䛭䜣䛺㛵ಀ䛜ᗈ䛜
㐩䛻䛺
㐩
䛻䛺䛳䛶
䛻䛺

ጤクᮇ㛫⤊䛻㏆䛵䛔䛶䛝䛶䛔䜎䛩䚹䛣䜜䛛䜙

䜚䚸᪥䚻ᑾ䛝䜛䛣䛸䛾䛺䛔ᝎ䜏䜢ヰ䛧ྜ䛖ሙ䛜䜎

䛾䇾䜎䡚䜛䇿䛜ᑡ䛧䛷䜒๓㐍䛷䛝䜛䜘䛖䚸䝇䝍䝑䝣

䡚䜛䛻䛷䛝䛶䛔䜎䛩䚹ᝎ䜏䜢䜏䜣䛺䛷ඹ᭷䛧䚸

䛿䜒䛱䜝䜣䚸䛯䛟䛥䜣䛾᪉䛾ពぢ䜢⪺䛝䛺䛜䜙

䝇䝍䝑䝣䜔ඛ㍮䝬䝬䛻䜒ẖ᪥ၥ䛔䛛䛡䜙䜜䜎䛩䚹

⪃䛘䛶䛔䛝䛯䛔䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹㻌

䛭䜣䛺䛚ẕ䛥䜣ྠኈ䛾ጼ䜢ぢ䛶䛔䜛䛸䚸ᗈሙ䛻

䜎䡚䜛䛷䛿䚸䛝䜗䛖䛰䛔䛾⏝䛜ከ䛔୰䚸

䛛䛛䜟䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛶ᮏᙜ䛻Ⰻ䛛䛳䛯䛸ᛮ䛔䜎

ᖺᗘ䛻䛺䜚ୖ䛾Ꮚ㐩䛜ᥞ䛳䛶ᗂ⛶ᅬ䜔ಖ⫱ᅬ

䛩䚹䛣䜜䛛䜙䜒ぶᏊ䛜Ẽ㍍䛻⏝䛷䛝䜛ሙ䛜⥆

䛻㐍⣭䛧䚸ୗ䛾Ꮚ䛰䛡䜢㐃䜜䛯䛚ẕ䛥䜣㐩䛜

䛔䛶䛔䛟䜘䛖ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䛝䛯䛔䛷䛩䚹㻌

ᑡ䛧䝸䝷䝑䜽䝇䛧䛯ᵝᏊ䛷᮶䛶䛔䜎䛩䚹ୗ䛾Ꮚ㐩
䛾ᡂ㛗䛾᪩䛥䜔䚸ண䜒䛧䛺䛔⾜ື䛻䛿ẖ᪥
㦫䛝䛸➗䛔䛜⤯䛘䜎䛫䜣䚹䜎䛯䚸ึ䜑䛶⏝䛾
᪉䛜ᑡ䛧䛪䛴ቑ䛘䚸䛻䛞䜔䛛䛻㐣䛤䛧䛶䛔䜎䛩䚹
᭱㏆䚸䜎䡚䜛ෆ䛻ᑠ䛥䛺᪥ᮏᆅᅗ䜢㈞䜚䜎䛧䛯䚹
⏝⪅䛾ከ䛟䛜┴䛛䜙⛣ఫ䛧䛶䛝䛶䛔䜛᪉䛷䚸
䛣䛸䜀䠄᪉ゝ䠅䛿䜒䛱䜝䜣䚸㣗䞉ᩥ䞉Ꮫᰯ䛸ᵝ䚻
䛺≉Ⰽ䛾㐪䛔䛻ヰ䛜┒䜚ୖ䛜䜚䜎䛩䚹䛭䛾┒䜚
ୖ䛜䜚䛾䛝䛳䛛䛡䛻ពእ䛸ᆅᅗ䛜ᙺ䛻❧䛳䛶䛔
䜎䛩䚹䛝䛳䛛䛡䛿䛻䜒Ⰽ䚻䛒䜚䜎䛩䛜䚸䛯䛟䛥

䝇䝍䝑䝣㻌 㧗᰿⃝㻌 ἑⓏ㻌 ᚋ⸨㻌 ᕝᓥ㻌 ⸨⏣

䜣䛾ヰ䜢䛧䛺䛜䜙䛚ẕ䛥䜣㐩䛿䛔䛴䛾㛫䛻䛛
䛾㛫䛻䛛



㻣㻛㻣 䛻ⓑἙᅗ᭩㤋䛷⾜䜟䜜䛯䝩䞊䝮䝇䝍䞊䝖
䝇䝍䞊䝖
䝇䝍
䞊䝖
ㅮ₇䞉άືሗ࿌䛻 㻢 ྡ䛜ཧຍ䛧䜎䛧䛯䚹㻌
䛧䛯

ᩛ䛺タ䛻䛺䛳䛶䛔䜎䛧䛯䚹ⓑἙ䛾άື䛛䜙䛔
ᩛ䛺タ
ᩛ䛺
タ
䜝䛔䜝่⃭䜢ཷ䛡䛯᪥䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹㻌
䜝䛔䜝่
䜝䛔
䜝่
䛭䛾ᚋ 㻤㻛㻞㻟 䛻䝩䞊䝮䝇䝍䞊䝖䛾ヰ䛧ྜ䛔䜢䛧䚸

ⓑἙ䛾άື䛾ᵝᏊ䜔⏝⪅䛥䜣䞉䝡䝆䝍䞊䛥䜣
䛾⏕䛾ኌ䜢䛝䛟䛣䛸䛜䛷䛝䚸ᑡ䛧䛪䛴䛷䜒㐍䜑䛶

㻝㻞 ᭶䛻ᮾி䛷⾜䜟䜜䜛䜸䞊䜺䝘䜲䝄䞊◊ಟ

䛔䛝䛯䛔άື䛰䛸䛒䜙䛯䜑䛶ឤ䛨䜎䛧䛯䚹⤊

䛻䜸䞊䜺䝘䜲䝄䞊㻞 ྡ䚸䝖䝷䝇䝔䜱 㻝 ྡ䛷ཧຍ䛷

ᚋ䝩䞊䝮䝇䝍䞊䝖䝆䝱䝟䞁䜔ⓑἙ䛾᪉䛸ᑡ䛧䛚

䛝䛯䜙䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹䛭䜜䛜⌮䛷䜒

ヰ䜒䛷䛝䚸䜎䛯ⓑἙ䛾䛴䛹䛔䛾ᗈሙ䛂䛚䜂䛥䜎

ᢎ䛥䜜䛯䛾䛷䝩䞊䝮䝇䝍䞊䝖䛻ྥ䛡䛶 㻝 Ṍ๓

䜂䜝䜀䛃䛾୰䛻䝩䞊䝮䝇䝍䞊䝖䛾ົᡤ䜒䛒䜛䛸

㐍䛧䜎䛧䛯䚹㻌

䛔䛖䛣䛸䛷ぢᏛ䛻⾜䛝䜎䛧䛯䚹ᗈሙ䛜䛒䜛䛂䝬䜲

㻌

䝍䜴䞁ⓑἙ䛃䛿ᘓ≀⮬య䝸䝙䝳䞊䜰䝹䛧䛶䛔䛶䚸
ᕷẸ䛾ὶ䜔ᕷẸάື䛾ᣐⅬ䛸䛺䜛䛸䛶䜒⣲

᳨ウጤဨ㻌 㻌 ☾㻌 㛗℩㻌 బ䚻ᮌ㻌 ଢ଼㉺㻌
ᩪ⸨㻌 㧗᰿⃝
䊼≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே䝩䞊䝮䝇䝍䞊䝖䞉䝆䝱䝟䞁䜘䜚䊼㻌

このところ、二人目・三人目の出産に備えて登録される方が増えているなあと感じています。核家
族で子育てしているお母さん・お父さんの安心に、少しでもお役に立てていれば嬉しいです。また、
4 月から一人親・低所得家庭への半額助成も始まり、該当される方の登録や利用も増えています。
先日、ファミサポスタートの頃から 5 年以上続いた送迎サポートの 1 つが
終了しました。サポート会員さんも孫のように思って下さり「今後も運動会
の時などに見に行きます」と言って下さいました。『家族以外にも子ども達
のことを親身になって考えてくれる大人が増えていくことで、この地域がよ
り暮らしやすい場所になっていってほしい』という設立当初の皆の思いは、
少しずつ形になっているのではないでしょうか。これからも、サポート会員
さんがもっともっと増えるように働きかけていきます。
さて、最近センターのドアが新しくなりました。ガラス部分が大きく中がよ
く見えるので、初めて来る方も入りやすくなったと思います。壁も白く塗り「室内
がとても明るくなったね」と、おかげさまで来所の方々にも好評です。
また、11 月より産休に入る安田さんの代わりに久保さんが入ります。スタッフ 4 人で
知恵と力を合わせ、サポート会員さんと一緒に、子育てしている方々の安心にこれか
らも寄り添っていきたいです。
スタッフ 長瀬 磯 安田 熊久保 田仲

お天気が危ぶまれる中のスタートでしたが、なんとか終
了まで持ちこたえてくれ何よりでした。
今年は、昨年の反省を踏まえてブース内のレイアウトの検
討も綿密に行い、また、売り場担当、ＰＲ担当、子どもたち
の遊び(手形スタンプ)担当等、時間帯によって手薄になら
ないようローテーションを組むなどして臨みました。
また、例年行っている会員による手作り作品の販売
に加え、リサイクル品のバザーも行い、売れないので
は？の心配もよそに思いのほか好評でほっとしました。
手形スタンプコーナーは、子どもたちの手が真っ青に
なりながらも、笑顔が絶えずにぎわっていました。
当日は、ボランティア１５名（会員）のご協力のもと、しっかりと子育てほっとねっとのアピールもで
きたのではないでしょうか。立ち寄ってくださった方々にも深く感謝申し上げます。

・「ほっとねっとのホームページが欲しい」は、理事長はじめ皆さんの願いだったことでしょう！
この度、熊久保さん他数名の方々のご協力で遂に７月、ページアップが実現いたしました。「子育て
ほっとねっと」検索 で、どうぞご覧ください。活動内容すべてにリンクがあり解りやすいです。
・おめでたいお知らせ。ファミサポのスタッフ、安田智子さんが 12 月出産のため 11 月から、ほっとねっ
と初の「産休・育休」に入ることになりました。元気な赤ちゃんのお誕生をお祈りいたします。
・次回「ほっとねっと通信」に皆さんの楽しい話題を投稿してみませんか！ 090-1818-2855 佐々木

