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※上位６件を掲載しました。 総件数 7,983 件 

援助活動件数（件） 

〒980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目 5番 12 号 

仙台市役所上杉分庁舎８階 

 
T E L （022）214-5001 FAX（022）214-8610 
E ﾒｰﾙ sukusuku@city.sendai.jp 
 

    

 　仙台すくすくサポート事業は皆様のご理解とご協力に支えられ、活動開始から21年目を迎えました。これも

会員の皆様のご協力があってのことと深く感謝申し上げます。

　これからも出会いを大切にしながら、地域に根差した子育て支援事業として、皆様が安心して子育てができる

ように励んでまいります。

事務局アドバイザー 

（事務局開設時間外の会員からの問い合わせ対応等をしております。マッチングの際に地区担当の方をご紹介いたします。）

仙台すくすくサポート事業事務局 

令和４年度 地区担当サブリーダー９名（地区毎の協力会員のリーダー） 

宍戸・石田・吾妻・熊谷 

たくさんの話し合いの中で、今回は、協力

会員になるための講習内容と、子育てに役立

つヒントに重点を置いて作成しました。 

会員数や援助活動件数をグラフ化し、見て

わかりやすい紙面を目指しました。 

少しでも皆様の参考になれば幸いです。 
 

担当サブリーダー：小堀・鈴木・佐野 

 ご不明な点等お気軽にお問い合わせください。 

着信があった場合は折り返しのご連絡をお願い致します。
 

－編集後記－ 

“今夢中になっていること”をお聞きしました。 

☆協力会員・両方会員の皆様へ 

 ・援助活動中は必ず会会員証を携帯し、身分を証明する必要がある場合には提示してください。 

☆全会員の皆様へ 

・利用（両方）会員は利用予定の連絡を、協力（両方）会員は援助活動の報告を事務局にしてください。(FAX、電話、メール)

連絡のない援助活動は、保険の対象外となります。 

 ・登録内容に変更があった会員（出産・住所変更・保育施設が変わった等）は必ず会員登録変更届を提出してください。

郵便物が受取人不明で戻った場合は、退会扱いとなりますのでご注意下さい。 

 ・仙台市外への転居、一番下のお子さんが小学校卒業等ありましたら、退会手続きをお願いいたします。 

＊会員登録変更届、退会届いずれも仙台市のホームページからダウンロードが可能です。 

 ホーム＞くらしの情報＞健康と福祉＞子育て＞子育て施策＞あずける＞一時的に利用できる保育サービス等＞仙台すくすくサポート事業＞各種様式 

個人情報ですので、提出は事務局に直接お持ちいただくか、郵送でお願いいたします。 

 ・病児の援助は保育施設からの緊急呼び出しと、病児保育施設への送迎のみです。医療機関への受診は緊急呼び出しの

　　時に限ります。ご注意ください。

会員数（人） Ｒ４.10.31 現在 

 

 事務局からのお願い 
 

 

 

外遊びを一緒にしてもらったり、工作を教えても

らったり、お料理のお手伝いをさせてもらうなど、

数えきれないほどの楽しい経験をさせていただきま

した。協力会員のご家族の皆さんもお世話してくだ

さり、良い思い出を作っていただいたことにとても

感謝しています。 

太白区 Ｍちゃん 高校生 

私が熱を出した時に保育所まで迎えに来て下

さったことを今でも覚えています。本当に小さ

い頃からお世話になっていますが、協力会員の

方々との思い出は何を切り取っても楽しいもの

ばかりで感謝しかありません。 
 

      太白区 Ａちゃん 中学生 

 

  開設時間 8：30～17：00（月～金） 
  土･日･祝日及び年末年始はお休みです。

すくサポサポ卒業生から

のお手紙紹介 

 

 

我が子（男２人）の子育てでは経験でき 

なかった女の子とのお喋り。短時間のサポー

トですが毎回楽しいひと時。 

コロナ禍で人と会う機会が減り、うつうつと

した日々を過ごす方もいる中、すくサポのお

陰で無縁の私。これからも安全第一で活動を

続けていきたいです。 
 

青葉区 協力会員Ｓさん 

保育士の資格を活かしたいと思い、 

協力会員として登録しました。現在１歳

から７歳までのお子さんを預かっていま

す。毎回安心して過ごせるように気を配

り、一つ一つの経験が成長に繋がればと

いう思いで接しています。 
 

宮城野区 協力会員Ｃさん 

毎回元気に登場。我が子が幼い時に使っ

ていたウルトラマンや仮面ライダー、怪獣

のフィギュアでの戦いごっこ、懐かしくも

楽しい時間の始まりです。援助活動をする

上での最高の喜びです。 

泉区 協力会員Ｓさん 

 
 

「Ｓさんち？やったー！」息子は

Ｓさんにお預けの日を大喜びで

迎えます。おかげで、我々夫婦は

安心して仕事に向き合う時間を

得ています。協力会員のＳさんの

優しいお人柄、事務局の皆様に感

謝しています。 

   泉区 利用会員Ｕさん 

コロナ禍で保育園の一時預かり

も難しい中、１対１で手厚く見て

いただき、とても助かっています。

迎えの時に子どもの様子を聞いた

り、育児を共有できるのが楽しい

時間でもあります。 
 

 宮城野区 利用会員Ｋさん 
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習い事の送迎をお願いしています。 

仕事の関係で、平日は自分で送迎が

できないので、本当にありがたいで

す。子ども達も協力会員のＳさんが

大好きで、お会いする日はとても楽

しみにしています。すくサポのない

生活が考えられないです。 

 青葉区 利用会員Ｎさん 

泉区西・中＊西西川さん 

色々な音楽を聴き、 

たまには演奏もします。 

青葉区北＊庄庄子さん 

週に二回のヨガと 

筋トレも頑張ってます。 

青葉区南・北＊鈴鈴木さん 

拉麺の縮れ太麺、玉川 

温泉、四柱推命の鑑定。 

太白区東＊伊伊藤さん 

「リズムにのって体を

動かす」ことです。 

 
泉区東・中＊佐佐野さん 

ラグビー、サッカー、野球。

スポーツが大好き。 

  青葉区東＊太宰さん 

ユーチューブ先生に習って

パンを作ってます。 

 

 
太白区西・北＊小堀さん 

折 り 紙 が 得 意  ♥ SPY  

FAMILY にはまってます。 

若林区＊早早水さん 

美容と健康のために 

宅トレを頑張ってます。 

宮城野区＊金田さん 

断捨離！ 

2,583 人    450 人   99 人  総会員数 3,132 人 
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保育施設等への迎え

習い事等への送り

その他預かり
(利用会員宅での預かり等）

放課後児童クラブへの迎え

保育施設等の帰宅後の預かり

習い事前後の預かり
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＊＊＊＊＊ 協力会員募集中 ＊＊＊＊＊

  

                        
  

第３回 感染症と子どもの事故について  ９月 12 日（月） 

講師：東北大学東北メディカル・メガバンク機構 

予防医学・疫学部門小児発達学分野准教授 

東北大学病院小児科 兼務   小林朋子氏 

ステップアップ講習会は、協力（両方）会員が 

スキルアップするための講習会です。（年５回開催）

第４回 援助に役立つ遊びと工作援助に役立つ遊びと工作   12月２日（金） 

講講

講師：青葉消防署職員講師：青葉消防署職員

八乙女児童館 佐藤幸恵氏八乙女児童館 佐藤幸恵氏

師：向陽台児童館 庄子珠美氏

  黒 松 児童館 千葉幸恵氏

第２回 救命講習Ⅲ  ７月 13 日（水） 

♦皆様のご参加お待ちしております

 

第１回 情報交換・手作りおもちゃ  ６月 14 日（火） 

講師：事務局アドバイザー 宍戸ますみ 

「救命講習Ⅲ」 仙台市消防署職員 

「心の発達とその課題点」 

ＰＯＰ心の相談室室長  齋藤永子氏

中野栄あしぐろこども園

　　　　　　　園長  浅野咲子氏

「安全と事故防止に 

ついて
 

仙台市保健師 

「援助活動の実際」  

サブリーダー 

利用会員さん、お子さん、協力会員さんも皆一緒にヨガで

心とからだをリフレッシュ(^▽^)/心地よい汗を流しました。

 

 

＊講師が、豪雨による災害対応出動となり講習会は
中止になりました。

 

「乳幼児の育ちと接し方」 

「家庭保育での遊びと留意点」

仙台市主任保育士 

子どもの手の届くところに薬品・タバコ・ボタン電池等危険な物は

ありませんか？ 

事故防止のためにお家の中をもう一度見直しましょう。 

「家庭看護の基礎知識」

」

  

   仙台市立病院認定看護師  

加藤裕子氏 

「身体の発育と乳幼児の病気」 

東北大学病院小児科医  小林朋子氏 

ＰＯＰ心の相談室室長  齋藤永子氏

「障がいのある子どもの対応」 

「栄養と食生活」  

仙台市栄養士 

「保育の心」  

子どもの体調を見分けるためのポイント・・・ 

食欲・機嫌・元気（活気）・おしっこ・うんち 

顔色や呼吸の様子や睡眠状態なども観察しましょう。 

「宮城県こども夜間安心コール」 
「♯8000」または 022-212-9390 

  午後 7 時から翌朝午前 8 時まで 

  急な発熱、急なケガなどの時の相談事業 

とっさの時に便利なアプリ 

救命ナビ 

お近くに子どもが大好き、ボランティア活動に 関心をお持ちの方、いらっしゃいませんか？ 

いらっしゃいましたら是非、お声がけください。 

協力（両方）会員の方には、会員登録時に面接と専門分野の講師の方の4日間の講習を受講していただいています。協力（両方）会員の方には、会員登録時に面接と専門分野の講師の方の4日間の講習を受講していただいています。

子育て中の方々にも “子育てに役立つ”内容です。子育て中の方々にも “子育てに役立つ”内容です。

「事前打ち合わせで大切にしていること」「援助活動で心がけていること」など、先輩協力会員としてのお話です。

楽しく食べるため味付けや大きさ、形等、調理にひと工夫。 

ハチミツは 1 歳過ぎてから食べさせましょう。 

乳幼児は遊びを通して身の回りの事象を知り、成長の基盤となる興味、関心が育ってい 

きます。ゆったりと優しい気持ちで受け止め、子どもと楽しさを共感していきましょう。

子どもは、人との関わりを通して、「人への信頼」「自分への自信（自己肯定感）」「人への優しさ」といった

「心」が発達します。子どもの話に耳を傾け、気持ちに寄り添い、個性に合わせた関わりで“人ってあたた

かい、困った時に助けてくれる、そばにいると安心する”いう経験を大切にしましょう。 

「障がい」ではなく「子ども」を見る。「何がどこまでできるか」をよく観察する。

言葉がけや小さな工夫をしてみる。子どもは「楽しい時間・空間」の中で伸びます。

「心」の豊かな成長を願って・・・「子どもらしさ」をあふれさせて生活する。 

子どもが楽しいと思うことをして一緒に楽しく遊ぶのが一番。「会話」「食事」「子育て」を楽しみましょう。

「こどもの救急」 
ホームページ http：//kodomo-qq.jp 

日本小児科学会監修：受診の目安 

子どもの身体発育の特性や様々な病気の症状とホームケアについても学びます。

「子どもと楽しむヨガ＆トークタイム」 10月５日（水）（水）

講師： ダイエットコーチ ヨガ講師 
My Diet Yoga 代表 斉田舞氏 

 

「会員として考えておきたいこと」

アドバイザー
 

情報交換で子育ての悩みも

聞いてもらいました。 

第５回 子どもの心の発達と関わり方
Ｒ５年２月2121日（火）

講師：中野栄あしぐろこども園 園長 浅野咲子氏 

（全会員対象） 

親子でのびのび

援助活動中に困った事や子どもが喜んだ遊びなど、他の会員さんの体験談

を聞き、「とても有意義な時間を過ごせました」との感想が寄せられました。 

迷った時には

 

ママ、じょうず 

お子さんを安心、安全にお預かりしていただくための再確認です。 

実際の援助活動に向けての流れ、援助活動報告書の記入の仕方などを学びます。

 
預かり中の子どもの様子を保護者と共有し、 

コミュニケーションがとりやすくなりました。

ママ、がんばって  

子どもの事故を防止するために配慮する点や、感染症の予防法等を分かりやすく

お話ししていただきました。「命を守るという認識をしっかり心に留めたい」 

「何度も繰り返し学ぶことが大事」などの感想が寄せられました。 

「救命講習」「安全と事故防止」は必須項目

になりました。2～３年に1回は受講を

お願いいたします。

協力会員になるための講習会での受講も

可能です。（年４回開催） 

ただし、変更の際は面接及びこれらの講習会を受講していただきます。詳しくは事務局にお気軽にお問合せください。

有資格の方や他都市などで実績のある方は講習の一部を免除できる場合もあります。

4日間続けて講習を受講できない時は、回数を分けて受講することができます。

令和４年度令和４年度令和４年度

楽楽楽楽楽しかった！楽しかった！楽楽しかった！楽しかった！楽しかった！楽しかった！

令和４年度令和４年度令和４年度 ステップアップ講習会ステップアップ講習会ステップアップ講習会ステップアップ講習会ステップアップ講習会ステップアップ講習会

交流会交流会交流会交流会交流会交流会

 折り紙で作るばねのお

もちゃ。階段をストンス

トンと落ちていきます。 

折り紙スリンキー 

 １本の毛糸が形にな

っていくのが楽しい。

毛糸リストバンド  

 スーツと滑らかに

滑る不思議な感触。

ホバークラフト 

協力会員講習会内容のご紹介


