災害時に知っていると役に立つ！
ポリ袋に入れて湯せんで火を通す調理法
【パッククッキング】
step1
準備

〜基本の調理法〜

じゃがいも

鍋・水

step4

から袋の上の方で口を結ぶ

沸騰したお湯に入れて煮る
取り出し、火が通ったか確認する。
※袋が熱いのでやけどに注意

1人分
米

水

1/2個（100g）

ツナ缶

20g

1/2缶（40g）

（災害時、水も貴重。器のリサイクルにもなる）

0.5合（75g）

0.5合（90 〜 100cc）

※無洗米がおススメ！

その水を捨てる（3回）※無洗米は不要

（あまり強くもみ洗いするとポリ袋が破ける）

②分量の水を加え、空気を抜いて口を結ぶ。

③沸騰した湯に入れて、約20分加熱し火を止め、そのまま
10分ほど蒸らす。

※水を増やせばおかゆもできるし、ケチャップを入れておけば、ケチャップライスにも

1/5本（40g）

20g

40g

1個（約15g）

水

80cc

①じゃがいも、にんじんは小さめの乱切りにし、たまねぎは
1㎝角に切る。

②カレールーは粗く砕いておく。

③ポリ袋に野菜と残りの材料を入れ、全体をなじませ空気を
抜いて口を結ぶ。

④沸騰した湯に入れて、約20分加熱し取り出す。

かぼちゃ
みりん

しょうゆ

1人分

2人分

100g

200g

小さじ1（6g）

小さじ2（12g）

小さじ1/3（2g）

小さじ2/3（4g）

①かぼちゃは種とわたを除き、1.5㎝角に切る。

②かぼちゃと調味料をポリ袋に入れて軽くなじませ、袋の空
気を抜いて口を結ぶ。

③沸騰した湯に入れて、約20分加熱し取り出す。
※1 〜 2人分ずつ作る。

でも楽しい♪

子育てを地域で応援！
市民が会員になって、子育てを助け合う素晴
らしい、システムです。子育てのサポートをし
てもらった利用会員さんはありがとうで笑顔♪
サポートした援助会員さんは感謝され笑顔♪
何か困っている人の役に立ちたい！何か出来
る事はないかな？と思っている方は是非！ファ
ミリー・サポート・センターへ

平成の時代から、新たな元号に変わった令和元年度が終わろうとしています。
皇室の多くの祭儀を経験し、全ての国民が改めて新しい時代になった事を実感す
る1年となったのではないでしょうか。
「幼児教育・保育の無償化」が昨年10月より始まりました。ファミリー・サポー
ト・センターの利用にも適応されることがあります。3歳児クラス〜 5歳児クラ
スで、市より保育の必要性に認定を受けたお子さんが対象になりますので、市役
所こども保育課までお問合せください。
今年度も利用会員の入会者は多く、その援助依頼を受け日々、援助会員は多く
のサポートを担ってくださっています。研修会では熱心に学び、サポートや孫育
てに活かし、生き生きと活動してくださり感謝しています。
令和2年度は、東京オリンピックが開催されます。新型コロナウイルスが心配
ですが終息を願い、国を挙げて活気ある1年となることと存じます。
また新たな1年、今後ともよろしくお願いいたします。

会員へお願い！

iタワー

交番

あかいしこども園

セブン
イレブン

第一
幼稚園

北小学校

伊勢崎
郵便局

鐘楼

伊勢崎
図書館

〇登録内容の変更（住所・電話番号・勤務先・保育施設・学校など）は
速やかにご連絡ください。
利用会員
〇利用料金は、原則当日払いです。まとめてお支払いの時も月をまたが
ないようにお願いします。
〇センターへの連絡のない活動には保険が適用できないことがありま
す。利用会員は活動日や内容に変更があった時は速やかにセンターま
でご連絡ください。
〇車による送迎サポートには、燃料費の実費がかかることがあります。
援助会員
〇援助会員は、報告書を翌月の5日までに提出してください。ヒヤリハッ
ト報告も同時にお願いします。
〇援助会員は安心安全な活動のために都合をつけて研修会への参加をお
願いします。

群馬県「ひとり親家庭
支援事業補助金」
について

郵便局
信用金庫

明治館
前橋・古河線

利用料金

平日上記以外の
時間と土日祝祭日
及び年末年始

700円
900円

亨江

ファミリー・サポート・センターの利用も無償化
の対象となっていますが、事前に市役所で「保育の
必要性の認定」を受ける必要があります。
※3歳児クラスから無償化の対象となります。年度
途中で3歳になる児童は対象となりません。
※認定取得日以降の利用料が無償化の対象となるた
め、利用開始日以前に「保育の必要性の認定」を
受ける必要があります。なお、「保育の必要性の
認定」を受けるには、就労等の要件（認可保育所
の利用と同等の要件）があります。
詳しくは、市役所こども保育課へご相談ください。

あかいしこども園HP内に
ふぁみさぽページがあります。

伊勢崎市曲輪町24-11（あかいしこども園内）

（１時間あたり）

月〜金
7時〜 19時

松本

幼児教育・保育の無償化のご案内

伊勢崎市ファミリー・サポート・センター
〒372-0055

社会福祉法人 淳尚会 理事長
あかいしこども園 園長

ひとり親家庭（母子家庭・父子家庭・又は父母の居ない児童を養育する家庭）がファ
ミリー・サポート・センターを利用する時、1時間当たりの利用料金のうち300円が
県より補助される場合があります。
ひと月30時間以内の上限があり、それを超える分は通常料金となります。
兄弟2人目からは、補助金も半額の150円となります。
※児童扶養手当証書の提示など条件があります。※証書は更新ごとの提示が必須です。

TEL/FAX 0270-23-6471（月〜金

伊勢崎駅

広瀬川

前任からファミリー・サポート・センターを引き継ぎ
11年。会員の皆様の温かいお気持ちに支えられて、ア
ドバイザーとして日々の業務を行う事ができました。
なかなか援助会員の増加は成果が出ず、現行の会員さ
んには無理をお願いしてしまったりしたこともありまし
た。援助会員さんも歳を重ねて送迎の不安や、退会への
意志を伝えられることも多くなって来ました。月日は確
実に流れていますね。
そんな中でも、利用していた会員さんが子どもが大き
くなり「少しでもできれば」と申し出てくれたり、自分の地区に居ないからと、
志願し会員になって研修をたくさん受け準備してくれたり、どっちも会員さ
んとして、援助側の意志も持ち入会してくださるママさんも居たりと、新し
い風も吹いているのかな？
人々の優しい心にたくさん触れられる、本当に素晴らしいお仕事ができた
こと、感謝しています。「人は人で癒される」研修での言葉、そのものでした。
私事で、アドバイザーの仕事は離れますが、私も援助会員。これからも子育
て中の親子に寄り添い、出来る事を楽しんで活動していきたいと思っています。
伊勢崎市ファミリー・サポート・センターの益々のご発展と会員の皆様の
ご健康とご活躍を祈念いたしまして、最後の編集後記とさせていただきます。
長い間、可愛がっていただき、本当にありがとうございました。
アドバイザー 上岡 由香

子育てってたいへん！
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通信の発行にあたり

⑤全体を手で軽くもんで混ぜる。※1 〜 2人分ずつ作る。

（かぼちゃの煮物）

①1人分の米をポリ袋に入れ、少しの水で軽くもみ洗いし、

編 集 後 記

20g

カレールー

ふぁみさぽ通信



袋のまま器に入れると器が汚れない。

（ごはん）

50g

コーン缶

（20 〜 30分）

step5

たまねぎ

耐熱性ポリ袋

食材と調味料をポリ袋に入れ、空気を抜いて

2人分

2/3個（100g）

にんじん

食材の下ごしらえをする

1人分

1/3個（50g）

ボンベ

※ポリエチレンでできている半透明、120℃以上耐熱のもの

step2
step3

（野菜とツナのカレー）

カセットコンロ

伊勢崎市ファミリー・サポート・センター

〜 2019年度研修会
「子どもの栄養と食生活」
より〜

午前9時〜午後5時）

※兄弟2人目は半額になります。
※送迎については、別途交通費がか
かる場合があります。
※ ひ と り 親 家 庭 に は 県 よ り1時 間
300円の補助が出る場合がありま
す。入会時にお問合せください。
※左記利用料金がそのまま援助会員
の報酬となります。

http://akaishi-h.com/

◎ 会員になるには ◎

利用会員は市内在住・在勤・在学の子育て中の人。援助
会員は市内在住で20歳以上の子ども好きな人。特別資
格は必要ありませんが、センターで行う育児に関する講
習を受けていただきます。子育てしながら援助活動して
る方もいらっしゃいます。
※電話で予約後、保護者の顔写真（3×2.5㎝）2枚と
ご印鑑を持ってセンターまでお越しください。

〇サポートさんは、安全・事故（救命救急講習AED含む）及び子どもの事故防止の講習は必須（※印）です
〇毎年開催しますので、無理なく全テーマを受講してください
〇2020年度も開催します。テーマに関心のある方はどなたでもご参加いただけます
⑤

7/6㊏

伊勢崎消防署

⑦

師岡さん

11/7㊍
17名

③

講師の先生♪お世話になりました！ご参加の皆さま♪ありがとうございました♡

研修会 テーマ
①保育のこころ ②心の発達とその問題（AM保育者の関わり PM障がいのある子の預かりについて）
③身体の発達と病気 ④小児看護の基礎知識と子どもの事故防止※ ⑤安全・事故※ ⑥子どもの世話
⑦子どものあそび ⑧子どもの栄養と食生活 ⑨保育サービスを提供するために

11/30㊏
18名

伊勢崎市民病院
副院長 小児科部長

前田昇三先生

▼

23名

おもちゃコンサルタントマスター・
おもちゃコーディネーター
黒田人形店 黒田桂子さん・真吾さん

研 修 会 よ り
⑨

7/25㊍
10名

子育て相談センター相談員
石井貴将さん

②

幼児教育センター
保育アドバイザー
1/30㊍AM 岸織江先生
名
17

⑦…遊びの中から生まれる発見！出来た！の喜びや感動。色や数への関心……そんな芽を大事に、その子に丁度いい瞬
間をキャッチできる大人が居ると、子どもは遊びを学びへと変え、生きていく力をつけていける。
羊毛フェルトの鈴入りボールのワークショップも大好評。
④…臓器の発育、視力聴力・運動機能・認知の発達を教わる。子どもに置きやすい事故の捉え方、防ぎ方はその子の運
動機能や見る機能、理解力を確認し、大人が注意するべき事を認識し未然に防げるようにする。

1/30㊏
18名

伊勢崎特別支援学校
専門アドバイザー 神立佳代子先生

③…「子どもの発育」
「感染症」
「事故」
「アレルギー」
「予防接種について」など盛りだくさんな内容を分かりやすい講義で！
そして普段、なかなか小児科の先生と直接ゆっくりと話せる機会もない中、この研修では子育て中の親の参加も多く、
心配や疑問点など、先生に直接質問でき、ひとつひとつに丁寧に応えていただけ、とても喜ばれる研修だった。

④

9/5㊍
14名

⑥

9/18㊌
12名

群馬県立県民健康科学大学
教授 横山京子先生

健康管理センター
保健師 小此木紀美子さん

①

9/18㊌
12名

⑧

1/10㊎
15名

⑧…講義と実習。災害時の食の備えとパッククッキング（※背表紙）
。ポリ袋で1人分ずつでき、焦げ付きにくく洗い
物も少ないので1人暮らしや高齢者に、また少量を作る離乳食にも応用できそう。食事は「いつ・どこで・どんな
気持ちで」食べるかが重要。個食・孤食の問題。40〜 50代男性の自殺が多い事、高齢者の独り食べの問題など。

②-1…赤ちゃん時は泣いたら直ぐに抱き上げたり発した欲求に応えて安心させてあげることが大切。その時の感じ、
愛情が脳の潜在意識にたくさん貯まり、これが基礎となって様々な育ちへと繋がっていく。いたずらや、いっ
けん無駄に見えることも規制しすぎると自発性が育たなくなってしまう。ファミサポの活動により人の善意を
信じ信頼し合える関係を大切に育てることは、親子のあり方にも良い影響を与える。気持ちのやり取りで人と
繋がることが出来る。「習慣が人を育てる」「早寝・早起き・朝ごはん」の習慣は脳から良い物質がサイクル良
くでるようになり、子どもの自立にも繋がるのでとても大切。
②-2…障害を持っている、持っていないに関わらず、子どもへの関わり方とは〇わかる方法で伝える〇得意なところ
を伸ばす〇ほめて（認めて）伸ばす事が大切である‼「自分の身は針で刺されても、飛び上がるほど痛いのに、
他人の身は槍に突かれても、何でもない」

テーマ

こども保育課
子育てコンシェルジュ
金井典子さん

①筆文字倖座AM基礎・PM応用
②糸かけ曼陀羅セラピー
③羊毛フェルト「お雛さま」
④羊毛フェルト「五月人形」

健康管理センター
管理栄養士
小林順子さん

①-1筆文字 基礎 10/3（木）午前16名
①-2筆文字 応用 10/3（木）午後17名
癒しの筆文字心書家 首藤静子（しぃちゃん）さん
②糸かけ曼陀羅セラピー 11/12（火）10名
マヤ暦ライフナビゲーター・開運書道アートセラピスト
天空靈氣ヒーリング しあわせプラネット 五十嵐月音さん
③羊毛フエルト「お雛さま」1/14（火）8名
工房Kanmikan羊毛フエルト作家
③羊毛フエルト「五月人形」3/27（金）
青木京子さん

}

↑お薦めの本

B00K

「僕にはイラつく理由（わけ）がある！」
作者：かなしろにゃんこ
監修：前川あさ美[公認心理士]
講談社
「あたし研究」
作：小道モコ
クリエイツかもがわ

※年に数回、講師を招いてサロン（交流の場）を開催しています。
※色々な体験を通して楽しみ、リフレッシュしていただき、また日々の
サポート活動や子育て、生活へのパワーにして、頑張ってもらえたら！
※参加者同士の交流が深まり、ご縁が繋がれば幸いです♡
①3年目になった筆文字倖座は初の1day。人気の倖座で満員御礼！たくさんの笑いに溢
れた、とても優しくて楽しい幸せの時間。
②釘打ちからガンガン！不要の物は出す、すると必要な物が自然に入ってくる。糸かけ
の色にひっかかったり、間違えた数字に意味があったり…。気づきいっぱいの時間。
③可愛いお雛さま♥出来るのかの不安も飛び、作りやすく工夫された工程と面白トーク
で楽しい時間。作品もちゃんと仕上がり、大満足！
3月の五月人形はリピートさん多し。

先生♪

ご参加の皆さま♪

ありがとうございました♡

