
 

 

 

 

 
 

① 11 月

② 11 月

③ 12 月

④ 12 月

     

   

 

 

 

 

 
 
 
 

 
日 程 

月 16 日(水） 

月 30 日（水） 

月 ７日(水) 

月 14 日（水） 

 
日程  

        
場所  
対象  
参加費 
申込⽅法︓

        
◎問い合わせ・申し込みは

              

＊この講座は

今年度の講座は、⽀援者ひとりひとりの内⾯に迫ります︕
日頃活動している中で、あなたの中で“気になっていること”

その問題解決につながるヒントを得るための内容が毎回盛りだくさん︕
グループワークで他の⼈の意⾒に⽿を傾けることも、⾃分⾃⾝の「傾向」が認識できて、⾃分を活かす＝

スキルアップにつながります。

  

 

どうしてる︖︕⽗親⽀援
 子育てに参加する男性はとても増えていますが、子育てに戸惑って

いるお父さんも多いのではないでしょうか？そんなお父さんたちに支

援者として何ができるのか？

父親支援に詳しい近棟先生から

 

「気になる･･･」
 現場で出会う、気になる親子って
あなたの心のアンテナに何か
から SOS なのかもしれません。気になるところは⽀援者一⼈一⼈
ずつ違っているはずです。
をキャッチする⼒を⾝に

 

「気になる･･･」
 気になる家庭に対して、⽀援の場で実際にどのようにサポートして
いるのか富⽥林市の事例を通して考えてみます
⾒逃さない

枚⽅市内での取り組み

 

切れ目のない⽀援
 妊娠期から出産を経て乳幼児期・学童へと
⽀援を目指した
にちは赤ちゃん事業」など
その中から、私たちはどの部分の役割を担えるのか︖切れ目のない⽀
援のどの部分に関わっている

  ︓ 時間はいずれも１
     講座は９０分程度。後半は、参加者で交流会を兼ねて話し合う時間を持ちます。

  ︓ ラポールひらかた
  ︓ 枚⽅市在住・在職で子育て⽀援に関わって

 ︓ 無料 
申込⽅法︓ ファックス・郵送・電話で先着順にて受付けます。申込⽤紙は裏⾯に。

可能な限り
      

問い合わせ・申し込みは
              

この講座は枚⽅市

今年度の講座は、⽀援者ひとりひとりの内⾯に迫ります︕
日頃活動している中で、あなたの中で“気になっていること”

その問題解決につながるヒントを得るための内容が毎回盛りだくさん︕
グループワークで他の⼈の意⾒に⽿を傾けることも、⾃分⾃⾝の「傾向」が認識できて、⾃分を活かす＝

スキルアップにつながります。

共に学ぼう︕

平成
 子育て⽀援者パワーアップ講座

“気になる”

どうしてる︖︕⽗親⽀援
子育てに参加する男性はとても増えていますが、子育てに戸惑って

いるお父さんも多いのではないでしょうか？そんなお父さんたちに支

援者として何ができるのか？

父親支援に詳しい近棟先生から

気になる･･･」part1
現場で出会う、気になる親子って

あなたの心のアンテナに何か
なのかもしれません。気になるところは⽀援者一⼈一⼈

ずつ違っているはずです。
をキャッチする⼒を⾝に
「気になる･･･」part2

気になる家庭に対して、⽀援の場で実際にどのようにサポートして
富⽥林市の事例を通して考えてみます

⾒逃さないために私たちにできる⽀援や対応を検討しましょう。
枚⽅市内での取り組み

切れ目のない⽀援 私にできること
妊娠期から出産を経て乳幼児期・学童へと

⽀援を目指した様々な取り組みがあります。
にちは赤ちゃん事業」など
その中から、私たちはどの部分の役割を担えるのか︖切れ目のない⽀
援のどの部分に関わっている

はいずれも１3
講座は９０分程度。後半は、参加者で交流会を兼ねて話し合う時間を持ちます。
ラポールひらかた 3
枚⽅市在住・在職で子育て⽀援に関わって

ファックス・郵送・電話で先着順にて受付けます。申込⽤紙は裏⾯に。
可能な限り 4 回のうち

問い合わせ・申し込みは  
              

枚⽅市が主催。社会福祉法⼈

今年度の講座は、⽀援者ひとりひとりの内⾯に迫ります︕
日頃活動している中で、あなたの中で“気になっていること”

その問題解決につながるヒントを得るための内容が毎回盛りだくさん︕
グループワークで他の⼈の意⾒に⽿を傾けることも、⾃分⾃⾝の「傾向」が認識できて、⾃分を活かす＝

スキルアップにつながります。4

共に学ぼう︕ 

平成 28
子育て⽀援者パワーアップ講座

“気になる”課題いろいろ

テ ― 
どうしてる︖︕⽗親⽀援 

子育てに参加する男性はとても増えていますが、子育てに戸惑って

いるお父さんも多いのではないでしょうか？そんなお父さんたちに支

援者として何ができるのか？ 

父親支援に詳しい近棟先生から先進事例の紹介もあります。

part1 
現場で出会う、気になる親子ってどんな親子︖

あなたの心のアンテナに何か引っかかっているもの。それはその親子
なのかもしれません。気になるところは⽀援者一⼈一⼈

ずつ違っているはずです。みんなで意⾒を
つけよう。 

part2 〜事例発表〜
気になる家庭に対して、⽀援の場で実際にどのようにサポートして

富⽥林市の事例を通して考えてみます
私たちにできる⽀援や対応を検討しましょう。

枚⽅市内での取り組みも紹介します。

私にできること
妊娠期から出産を経て乳幼児期・学童へと

様々な取り組みがあります。
にちは赤ちゃん事業」などの担当者か
その中から、私たちはどの部分の役割を担えるのか︖切れ目のない⽀
援のどの部分に関わっているのか、みんなで一緒に考えましょう。

3︓3０〜１6
講座は９０分程度。後半は、参加者で交流会を兼ねて話し合う時間を持ちます。

3 階 研修室１
枚⽅市在住・在職で子育て⽀援に関わって

ファックス・郵送・電話で先着順にて受付けます。申込⽤紙は裏⾯に。
回のうち 2 回以上の参加をお願いします。

  社会福祉法⼈
                                      

社会福祉法⼈ ⼤阪水上隣保館

今年度の講座は、⽀援者ひとりひとりの内⾯に迫ります︕
日頃活動している中で、あなたの中で“気になっていること”

その問題解決につながるヒントを得るための内容が毎回盛りだくさん︕
グループワークで他の⼈の意⾒に⽿を傾けることも、⾃分⾃⾝の「傾向」が認識できて、⾃分を活かす＝

4 回の講座をあなたのエネルギー源にしましょう︕

 つながろう︕

28 年度 
子育て⽀援者パワーアップ講座

課題いろいろ

 

 マ 

子育てに参加する男性はとても増えていますが、子育てに戸惑って

いるお父さんも多いのではないでしょうか？そんなお父さんたちに支

先進事例の紹介もあります。

どんな親子︖ 
引っかかっているもの。それはその親子

なのかもしれません。気になるところは⽀援者一⼈一⼈
意⾒を出し合い共有する事で
  

〜事例発表〜 
気になる家庭に対して、⽀援の場で実際にどのようにサポートして

富⽥林市の事例を通して考えてみます。親子からの
私たちにできる⽀援や対応を検討しましょう。

します。 

私にできること 
妊娠期から出産を経て乳幼児期・学童へと枚⽅市には切れ目のない

様々な取り組みがあります。産前産後の⽀援や「こん
担当者からお話を聞かせてもらいます。

その中から、私たちはどの部分の役割を担えるのか︖切れ目のない⽀
、みんなで一緒に考えましょう。

6︓00（受付は
講座は９０分程度。後半は、参加者で交流会を兼ねて話し合う時間を持ちます。

研修室１ 
枚⽅市在住・在職で子育て⽀援に関わっている⼈

ファックス・郵送・電話で先着順にて受付けます。申込⽤紙は裏⾯に。
回以上の参加をお願いします。

社会福祉法⼈ ⼤阪水上隣保館
                        

⼤阪水上隣保館

今年度の講座は、⽀援者ひとりひとりの内⾯に迫ります︕
日頃活動している中で、あなたの中で“気になっていること”

その問題解決につながるヒントを得るための内容が毎回盛りだくさん︕
グループワークで他の⼈の意⾒に⽿を傾けることも、⾃分⾃⾝の「傾向」が認識できて、⾃分を活かす＝

回の講座をあなたのエネルギー源にしましょう︕

つながろう︕ 

 
子育て⽀援者パワーアップ講座

課題いろいろ あなたなら、どうする︖

子育てに参加する男性はとても増えていますが、子育てに戸惑って

いるお父さんも多いのではないでしょうか？そんなお父さんたちに支

先進事例の紹介もあります。 

 
引っかかっているもの。それはその親子

なのかもしれません。気になるところは⽀援者一⼈一⼈
出し合い共有する事で

気になる家庭に対して、⽀援の場で実際にどのようにサポートして
親子からの SOS

私たちにできる⽀援や対応を検討しましょう。

枚⽅市には切れ目のない
産前産後の⽀援や「こん

らお話を聞かせてもらいます。
その中から、私たちはどの部分の役割を担えるのか︖切れ目のない⽀

、みんなで一緒に考えましょう。

（受付は 13︓00〜）
講座は９０分程度。後半は、参加者で交流会を兼ねて話し合う時間を持ちます。

いる⼈５０⼈程度

ファックス・郵送・電話で先着順にて受付けます。申込⽤紙は裏⾯に。
回以上の参加をお願いします。

⼤阪水上隣保館 ファミリーポートひらかた
                        〒 573-

ＴＥＬ／ＦＡＸ

⼤阪水上隣保館 ファミリーポートひらかたが運営しています

今年度の講座は、⽀援者ひとりひとりの内⾯に迫ります︕ 
日頃活動している中で、あなたの中で“気になっていること” “引っかかっていること”はありませんか︖

その問題解決につながるヒントを得るための内容が毎回盛りだくさん︕
グループワークで他の⼈の意⾒に⽿を傾けることも、⾃分⾃⾝の「傾向」が認識できて、⾃分を活かす＝

回の講座をあなたのエネルギー源にしましょう︕

子育て⽀援者パワーアップ講座
あなたなら、どうする︖

子育てに参加する男性はとても増えていますが、子育てに戸惑って

いるお父さんも多いのではないでしょうか？そんなお父さんたちに支

 

 
講師&
種智院⼤学

引っかかっているもの。それはその親子
なのかもしれません。気になるところは⽀援者一⼈一⼈少し

出し合い共有する事で SOS

 
コーディネーター
種智院⼤学
     

気になる家庭に対して、⽀援の場で実際にどのようにサポートして
SOS を

私たちにできる⽀援や対応を検討しましょう。 

⓵NPO
代表（富⽥林市）

②すこやか広場きょうぶん
③ファミリーポートひらかた
コーディネーター︓
種智院⼤学

枚⽅市には切れ目のない
産前産後の⽀援や「こん

らお話を聞かせてもらいます。
その中から、私たちはどの部分の役割を担えるのか︖切れ目のない⽀

、みんなで一緒に考えましょう。 

①枚⽅
健師

②こんにちは
 
コーディネーター
種智院⼤学

〜） 
講座は９０分程度。後半は、参加者で交流会を兼ねて話し合う時間を持ちます。

⼈程度 

ファックス・郵送・電話で先着順にて受付けます。申込⽤紙は裏⾯に。
回以上の参加をお願いします。        

ファミリーポートひらかた
-1155  枚⽅市招提

ＴＥＬ／ＦＡＸ ０７２

ファミリーポートひらかたが運営しています

“引っかかっていること”はありませんか︖
その問題解決につながるヒントを得るための内容が毎回盛りだくさん︕ 

グループワークで他の⼈の意⾒に⽿を傾けることも、⾃分⾃⾝の「傾向」が認識できて、⾃分を活かす＝
回の講座をあなたのエネルギー源にしましょう︕

子育て⽀援者パワーアップ講座
あなたなら、どうする︖ 

講 

&コーディネーター
種智院⼤学  准教授

 近棟 健二

コーディネーター︓
種智院⼤学  准教授
    近棟 健二

NPO 法⼈ふらっと
代表（富⽥林市）
すこやか広場きょうぶん
ファミリーポートひらかた
ーディネーター︓

種智院⼤学  准教授
①枚⽅市保健センター

健師 
②こんにちは赤ちゃん訪問事業担当者

コーディネーター︓
種智院⼤学 准教授

講座は９０分程度。後半は、参加者で交流会を兼ねて話し合う時間を持ちます。

ファックス・郵送・電話で先着順にて受付けます。申込⽤紙は裏⾯に。 
         

ファミリーポートひらかた
枚⽅市招提南町２－５０－１
 ０７２―８５０

ファミリーポートひらかたが運営しています

“引っかかっていること”はありませんか︖

グループワークで他の⼈の意⾒に⽿を傾けることも、⾃分⾃⾝の「傾向」が認識できて、⾃分を活かす＝
回の講座をあなたのエネルギー源にしましょう︕ 

子育て⽀援者パワーアップ講座 
 

 師 

コーディネーター︓ 
准教授  

健二さん 

︓ 
准教授  

健二さん 

ふらっとスペース⾦剛
代表（富⽥林市）︓岡本聡子さん
すこやか広場きょうぶん︓保育士
ファミリーポートひらかた︓スタッ
ーディネーター︓ 

准教授  近棟 健二さん
センター︓⺟子保健担

ちゃん訪問事業担当者

︓ 
准教授 近棟 健二さ

講座は９０分程度。後半は、参加者で交流会を兼ねて話し合う時間を持ちます。 

ファミリーポートひらかた 
南町２－５０－１
８５０―４４００

ファミリーポートひらかたが運営しています  

“引っかかっていること”はありませんか︖

グループワークで他の⼈の意⾒に⽿を傾けることも、⾃分⾃⾝の「傾向」が認識できて、⾃分を活かす＝

⾦剛 
︓岡本聡子さん 

保育士 
スタッフ 

さん 
⺟子保健担当保

ちゃん訪問事業担当者 

健二さん   

南町２－５０－１ 
４４００  

 

“引っかかっていること”はありませんか︖

グループワークで他の⼈の意⾒に⽿を傾けることも、⾃分⾃⾝の「傾向」が認識できて、⾃分を活かす＝



 

 

電話（

日ごろ携わっている
子育て支援活動の内容

【下記の講座のうち、受講を希望する講座に○をつけてください

日

 
① 11 月
 

② 11 月

③ 12 月

④ 12 月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「子育て支援者パワーアップ講座

ふりがな 

氏 名 

電話（ＦＡＸ）番号

住 所 

日ごろ携わっている
子育て支援活動の内容

【下記の講座のうち、受講を希望する講座に○をつけてください

日 程 

月 16 日(水）

月 30 日（水）

月 ７日(水) 

月 14 日（水）

郵送・ファクスのいずれかで送信してください。

どちらの⽅法も使えない場合は

受け付け後に「受講はがき」を送らせていただきます。

（先着順で受け付けますが、空きがある場合は受講可能です。お問い合わせ下さい）

「子育て支援者パワーアップ講座

番号 

〒573

日ごろ携わっている 
子育て支援活動の内容 

【下記の講座のうち、受講を希望する講座に○をつけてください

） 
 
どうしてる︖
 

日（水） 
 
「気になる･･･」
 

 
 
「気になる･･･」
 

日（水） 
 
切れ目のない⽀援
 

ファクスのいずれかで送信してください。

どちらの⽅法も使えない場合は

受け付け後に「受講はがき」を送らせていただきます。

（先着順で受け付けますが、空きがある場合は受講可能です。お問い合わせ下さい）

「子育て支援者パワーアップ講座

573- 

【下記の講座のうち、受講を希望する講座に○をつけてください

どうしてる︖︕⽗親⽀援

「気になる･･･」part1

「気になる･･･」part2

切れ目のない⽀援 私にできること

ファクスのいずれかで送信してください。

どちらの⽅法も使えない場合は、下記までお問い合わせください。

受け付け後に「受講はがき」を送らせていただきます。

（先着順で受け付けますが、空きがある場合は受講可能です。お問い合わせ下さい）

 社会福祉法⼈

「子育て支援者パワーアップ講座

【下記の講座のうち、受講を希望する講座に○をつけてください

テ — 

⽗親⽀援 

part1 

part2 〜事例発表〜

私にできること

ファクスのいずれかで送信してください。

下記までお問い合わせください。

受け付け後に「受講はがき」を送らせていただきます。

（先着順で受け付けますが、空きがある場合は受講可能です。お問い合わせ下さい）

 

社会福祉法⼈ ⼤阪水上隣保館

[住所] 〒

[電話・

「子育て支援者パワーアップ講座

申込日

 

 

 

 

【下記の講座のうち、受講を希望する講座に○をつけてください・可能な限り

 マ 

〜事例発表〜 

私にできること 

ファクスのいずれかで送信してください。 

下記までお問い合わせください。

受け付け後に「受講はがき」を送らせていただきます。 

（先着順で受け付けますが、空きがある場合は受講可能です。お問い合わせ下さい）

⼤阪水上隣保館

〒573-1155

電話・FAX] 

「子育て支援者パワーアップ講座」申込書

申込日  平成 ２８

可能な限り 2 回以上

下記までお問い合わせください。 

（先着順で受け付けますが、空きがある場合は受講可能です。お問い合わせ下さい）

⼤阪水上隣保館 ファミリーポートひらかた

 枚⽅市招提南町２－５０－１

  ８５０－４４００

」申込書 

 ２８ 年  

回以上】 

受講希望

 

 

 

 

（先着順で受け付けますが、空きがある場合は受講可能です。お問い合わせ下さい）

ファミリーポートひらかた

枚⽅市招提南町２－５０－１

８５０－４４００

  月  日  

 

受講希望は○ 

（先着順で受け付けますが、空きがある場合は受講可能です。お問い合わせ下さい） 

ファミリーポートひらかた 

枚⽅市招提南町２－５０－１ 

８５０－４４００ 

   


