
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年度 第 1 回会員登録講習会（会場：福岡ソフトウェアセンター 202 号室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「おねがい会員」を希望する人は、8月 24日の第 1 回を受講することで会員登録ができます。その他の講座も、ご希望であれば受講することができます。 

(「おねがい会員」の会員登録は、ファミリー・サポート・センターいいづかで随時行っています。) 
※託児が必要な場合は、事前予約が必要ですのでご相談ください。 

※定員になり次第、受付終了いたします。 

※日程については、新型コロナウイルス感染症の影響等により変更になる場合があります。 

※詳しくは、ファミリー・サポート・センターいいづかまでお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

いいづか子育て情報紙 

すくすく 
令和４年 7月号 

 令和４年 7月 15日発行 

飯塚市役所子育て支援課 

☎ 0948-22-550０ (内 1112) 

ホームページ http:// www.city.iizuka.lg.jp/ 

 

日  時 内     容 

8 月 24 日

(水) 

10:30～12:30 1 ファミリー・サポート・センター事業の概要 

13:30～15:30 2 子どもの発育と病気 

8 月 25 日

(木) 

10:00～12:00 3 心の発達とその問題 

13:00～15:00 4 児童虐待の現状 

8 月 29 日

(月) 

10:00～12:00 5 子どもの遊びと保育の心 

13:00～15:00 6 子どもの安全と事故(AEDを使用した救命講習) 

15:00～15:30  会員証交付式 

 

子育てに役立つ情報や行政サービス、

相談窓口、親子で楽しめる施設などを

1 冊にまとめて紹介しています。 

身近な場所に置いていただき、子育て

について疑問に思ったことがあれば、ぜひ

ガイドブックを開いてみてください。 

「飯塚市子育てガイドブック」 

(2022年度版)が完成しました！ 

飯塚市役所子育て支援課・各支所 

市民窓口課・各子育て支援センター等

に設置しています。 

ホームページからもダウンロードできます。 

◆“ファミサポ”とは？ 
  子育ての援助を受けたい人(おねがい会員)と、子育ての援助を行いたい人(まかせて会員)が会員となり、地域でお互いを支え合う

会員組織です。ファミリー・サポート・センターが仲介して、相互援助活動を行います。 

◆ 会員の要件 
 ・「おねがい会員」…市内在住か勤務している人、小学 6 年生までの子どもがいる人(妊婦さんから登録可能・実際の支援は生後 6 か月から) 

 ・「まかせて会員」…市内在住の 20 歳以上の人、健康で子育てに意欲のある人、講習会を受講できる人(全 6 回) 

◆ 援助活動の内容 
  保育施設・学校・習い事等への送迎とその前後の預かり／保護者の外出等の際の子どもの預かり／その他センターの趣旨に適合

していると認められるもの 

  ※援助活動は原則として「まかせて会員」の自宅で行います。※泊まりがけの預かりや、病児・病後児の援助活動は行いません。 

◆ 利用料金（子ども 1 人・1 時間あたり） 
  ●7 時～9 時・・・800 円  ●9 時～19 時・・・500 円  ●19 時～20 時・・・800 円 

  ※その他、ガソリン代等実費が発生する場合があります。 

 

★ファミリー・サポート・センター事業のご案内★ 

 

折り紙(スイカ) 

＊筑穂子育て支援センター＊ 

【問い合わせ・申し込み先】 

 

ファミリー・サポート・センターいいづか 
(飯塚市幸袋 526-1・福岡ソフトウェアセンター内) 

Tel:0948-43-3324（9:00～17:00） 

Fax:0948-21-0173 

E-mail:f-sapo-e@fsc-go.co.jp 

 

ファミリー・サポート・センターいいづか 

ホームページ QR コード      ➡ 
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◆令和 4年度 次回以降の「絵本と一緒 0・1・2」のお知らせ◆ 
・日時 8月 4 日(木)・12 月 8日(木)・令和 5年 3月 16 日(木) 10:30～11:30 

・場所 イイヅカコミュニティセンター4 階 音楽室 

・対象 0・1・2 歳児とその保護者（定員 8 組程度・先着順） 

・申込受付 実施日の 2 週間前～ 8:30～17:00（街なか子育てひろば ☎0948-22-3809） 

・問合先 街なか子育てひろば ☎0948-22-3809 ・ 飯塚図書館 ☎0948-22-5552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R4 年 6月 16日、イイヅカコミュニティセンターにて、図書館と街なかのスタッフ、ボランティア「あしなべ会」による「絵本といっしょ 0・1・2」が 

行われました。今回のテーマは「楽しい雨の日」。雨降りを楽しむ絵本やわらべうた、カエルやカタツムリなど雨の好きな生き物も登場しました。 

折り紙工作もあり、参加した 7 組の親子さん達もたっぷり楽しめる 1 時間でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★次回の合同育児講座のお知らせ★ 
『みんな DE話そう！生と性』 
日時：令和 4 年 8 月 24 日(水) 10:30～11:30 

場所：穂波交流センター1 階 大ホール 

予約受付：令和 4 年 8 月 10日(水)～ 

穂波子育て支援センター TEL・FAX 0948-21-0066 

 

飯塚市子育て支援センター合同育児講座 ～プレーパーク～ R4.6.21 頴田交流センター別館 多目的ホール 

 当日はあいにくの雨でしたが、室内であそべるボールや積み木、新聞紙や色紙ちぎり etc.色々なあそびが用意され

ており、子ども達は思い思いにあそんでいました。 

 子ども達が自発的に始めたあそびを見つけたら、模造紙に書き留めて・・・1 人 1 人違う子どもの「あそび」(＝

個性)を、お母さん達はしっかりと観察されていました。 

 子どもの日常は「あそび」にあふれています。「あそび」を通して、心身や情緒を成長・発達させ、社会性を見に

つけながら、子ども達は生きることを学びつづけます。 

～編集後記～ 
 
観測史上最速の梅雨明けにコロ
ナ第 7 波・・・厳しい状況が続きま
すが、皆さん気を引き締めて長い
夏を乗り切りましょう！ 


