
   
 
    ＊よつばのおうち：一時保育・狭山市家庭保育室・障害児生活サポート 
      ＊子育てプレイス奥富：子育てひろば（狭山市の委託事業） 
      ＊保育サポート研究所：保育感情労働研究会･保育研修会等 
 

ＮＰＯ法人さやま保育サポートの会
 〒 ３５０－１３０４狭山市狭山台３－８－１２  
 ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０４－２９５７－０４５１ 
 ｈｔｔｐ：www.geocities.jp/yotubanoouchi2006/

よつばのおうちも賑やかに新年度を迎え、プレイス奥富も利用者が多いということで、少々予算を加増していただいて嬉し４月になりました。また保
育研究所の活動も、元気大学パパママのお助け隊講座の存続が決まり、開講準備に追われています。保育の感情労働研究会も活発に活動して
います。それぞれの部署が特色を発揮して、2013 年度も充実した活動を展開していきたいと思います。皆さまのご支援・ご助力をよろしくお願いい
たします。また４月にはさやま・ポータルサイトのなかに、NPO のホームページを開設いたします。会員の皆さま・スタッフ・地域の方々とのつながりが
深まればと思います。 
 
 
 
 

       

  保育サポート研究所 
 

                     ＜保育実績＞                         

 

パネル展で活動を紹介
今年の夏から秋にかけて、さやま子
育てネットワークをはじめ、パネル

の
法人

。
、

のサポート

展示会が４回ありました。
狭山市役所エントランスホールで
福祉展示会には、初めてNPO
としての展示を出しました
ささやかながら福祉的活動も行い
７年目の

もらえる機会となりま
今、“困ったとき

の会”を知って
した。

  
 
 
 
  
 
                 
        
                                   

 

  

 
 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
  

  保育サポート研究所 

          平成２５年４月１ 日発行 

NPO 法人さやま保育サポートの会だより 第４４号

さやま元気大学 
パパママのお助け隊講座存続へ 

12 月中旬来年度パパママ講座は中止と事務局から伝えら
れビックリ仰天。2期修了生すばるの会のメンバーが市
長・学長宛て存続要請文を送付してくれたことから、存続
のための活動を展開し、年明けて 1月 9日の会議で、存続
が決まりました。2013 年度の募集では、定員を越えて２２
名の応募者があり、嬉しい悲鳴を上げています。今年度か
ら 4 月開校に移行するため、今、配布資料などを準備している
ところです。 
また 2 期修了生の中村百合子さんが、柏原にある NPO ユーア
イネットのなかに、子育てひろばを開設。“ぴょんたん”は 4 月 2
日から月 1 回のペースで活動を開始します。 
 
 

３月１６日２２名の参加者を得て、目黒駅前の貸会議室で、第１
５回研究会を開催。小川晶さんが博士論文執筆準備の中で、
「保護者支援」について報告し、残る時間で２０１３年度の研究
会の持ち方を話し合いました。  
＜２０１３年度活動計画＞         
＊第１６回研究会５月福岡 
＊第１７回研究会７月仙台 OR 山形 
＊第１８回ミニ研究会 10 月大阪 
＊第１９回研究会 12 月東京（宿泊） 
＊第２０回研究会３月京都 

第１６回感情労働研究 
＊５月１１日[土] 

１８：３０～２１：３０ 
＊福岡市内宿舎 
＊報告 高橋真由美 
 「子育て支援について」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                         

              
 
 

 事務局 

＜会員の状況＞          
正会員 25 名・賛助会員 13 名 
会費の納入をお願いします。 

    ＜運営委員会＞     
毎月 1 回月初めにおこない次世
代育成のため７名となります。 
18:00～ 於プレイス奥富 
★内容：代表挨拶 

会員状況報告 
 ○よつばのおうちより        
  ・預り状況 
  ・保育内容や子どもの育ち等 
  ・来月の予定や課題 
 ○プレイス奥富より 
  ・今月の利用状況         
  ・来月の予定や課題 
 ○保育サポート研究所より 
   ・保育研修状況 
   ・研究会の動向 
 ○その他 

パネル展で活動を紹介
5 月 13 日～31 日 
狭山市役所エントランスホー
ルで「地域のつながりと支え
合いを考えるパネル展」に、
依頼されて出展します。お楽
しみに！

理事会・総会のおしらせ 
5 月 1８日（土） 

第 1 回理事会 14：00～15：00

総会  15：00～17：00

正会員・理事のみなさま、万

障繰り合わせご出席ください。

お願いいたします。 

 ＜お別れ会＞３月２９日 

 

年度 総述人数 時間数 月極保育 一時保育 早夜間 病後児

23 2,275 16,088
1,845 名
14,641 

348 名 
1,218 

55 名 
56 

27 名 
173 

3,080 名
２６０名 
９８６ 

３名 
３  17 名 

よつばのおうち 上段：人数 
下段：時間 

3 月末に 7 名のお友だちが大きな保育園や幼稚園に進み、4 名の新し
いお友だちを迎えます。月極保育は春からこんなにいっぱいは初体験
です。家庭保育室児もいっぱい。しかし、週 3 日・月 12 日のお友だちが
多いので 1 日で見ますとまだ空きがあります。 
あちこちに一時保育をおこなう所ができている等から、一時保育のご用
命が減っています。月極・一時保育共に「困ったときのよつばのおうち」
の役割は本当に困った方がやってきますので健在です。今年度もその
使命を明るく、やさしく、楽しく全うしていきたいと思います。 

月極状況４月 

0 歳児 ２ 名   
1 歳児 ８ 名   
2 歳児 ８ 名   
以上児 １ 名   
 
計   １９名

 
（うち家庭保児８名 

＋川越 1 名） 

＜ご協力･ご支援ありがとう!＞ 

＜寄付金＞田中祥子様（Y） 岡村和子様（G） 
＜寄贈＞前野世凪様 大野久美子様 奥田菜

穂子様 金山信子様 阿部みつ江様 若山紀
美子様 須田聖子様 高橋菊野様 堀田洋
子様 高橋ゆう子様 岡村和子様 田中律子
様 岡野弘子様 諏訪きぬ様  東ミサ子様 
大槻祐子様 竹内まり子様 宮﨑雅代 小原
貴美栄様 土屋様

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 

 “すばるの会
4 月から会則を決
め、中村百合子
会長の下に運営
されます。 

保育の感情労働研究会の活動計画 

 子育てプレイス奥富  

  11 月～３月総計 

親 子ども 計 1日平

1399 1727 3126 32.19
均

 
① 新規登録       ② 相談件数    
  親    112 人         ７９件   
  子ども  178 人 
 
②

駐車場の桜の木

ものすごい寒さに隣りの奥富小学校のプールでカモがスケート
をしてる日もあれば〝アレ？いま何月？″と思う程、あたたかい
日もあって桜の季節をようやく迎えた今年の春。 
お天気がどんなであろうと今年もプレイス奥富はにぎやかな
日々でした。まった～りあり、泣き声あり、笑い声あり･･･。食事の
時間、おやつの時間の自己紹介ごっこ、手遊び・読み聞かせ
後の〝ありがとうございました！″もすっかり板につきました。 
 

新年度主な行事       
            新しい企画として4月19日に

西武文理大学大賀明子先生をお招きして、講座「おっぱい
と育児と母性の体」を行います 5月 15 日には、子育て中に
１度や２度は直面する「救急を要する子どもの病気と怪我
の対応」を取り上げます。子育てプレイスの行事として定
着している就園児のための幼稚園見学やタッチケア―、ハ
メパッチンなどは例年通り実施します。 

   

              
              
＜おはなしグランマの遊びにおいでよ＞ 
○わらべうたあそび：おはなしグランマ（高橋菊野さん）と当
会が共催でよつばのおうちで開催されます。 

大 き く な っ
たね・お別
れ会をお赤
飯で祝いま
した！ 

 

初回は４月２７日（土）です。 


