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板橋区子育て支援者通信誌                第３１号 2012.7.25 

特集① 児童館イベントルポ 

        児童館の楽しいイベントを取材 

 

特集② ボランティア一日体験記 

        家庭福祉員「はやさんち」に一日体験ボランティアに行ってきました 

 

特集③ 交流会報告 

6 月１７日に行われた子育て支援者交流会の模様をお伝えします 

 

連載コラム 「保育園は子育て応援団!」 高島平もみじ保育園 園長 小林倫子 

このみリトミックワールド 「じーじーばあ」 

子ども家庭支援センターからおしらせ  「子育て支援者ワッペンができました」 

 

」 

「子育て支援者活動サポートステーション」のホームページ

ができました。 アドレスは    

http://www.saposute.info 

新しい情報を随時掲載していきます。  

アクセスよろしくお願いします。 



 

 

                                 児童館

 

 

 

清水児童館清水児童館清水児童館清水児童館「なつまつり

 取材日 7 月 12 日。時折小雨の降るあいにくの

着。開始時刻の 11 時を待ちます。児童館の

    

    

    

    

    終了時間になっても名残惜しそうな子ども

で合間を縫って片付けをしていきます。ボールプールのボールを

お疲れ様でした。 

 

特集1 

参加していたボランティアの方々

ずなのに皆さんいい笑顔です。左

さん、清水児童館のイベントによくお

児童館では各館が毎月楽

児童館のなつまつり」「

児童館イベントイベントイベントイベント＆＆＆＆活動活動活動活動

なつまつり」 

るあいにくの天気でしたが、児童館の入り口には時間前にもかかわらず

の中はすでに子どもたちでいっぱい。聞けば近隣の保育園

前に招待しているとのこと。にぎやかな声が響いています

 なつまつりの会場は普段は遊戯室として使われている

としています。が・・受付を終えた乳幼児親子が一斉

う間にごった返し、各コーナーの前には列が出来始

 この日のコーナーは「おばけまとあて・キラットわなげ・

トゲーム・ヨーヨーや・どうぶつうちわ・ボールプール

フリーマーケット。児童館の職員さんだけではとても

ィアの方々もフル回転で子どもたちのお相手です。

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

どもたち。職員とボランティアの方々

ボールプールのボールを集めて終了。

フリーマーケットのコー

ナーでもボランティアの

方が活躍。 

職員、ボランティアの方々

で片付けです。幼児も少し

だけお手伝い。 

パーツを貼って動物のお面を

作る人気コーナー。多い時には

この机のまわりにぐるっと子

どもさんが並びます。 

々を終了後にパチリ。疲れているは

左から 2 番目が子育て支援者の田上

くお手伝いしてくださるそうです。 

毎月楽しいイベントや活動をおこなっています。

」「はすのみ児童館のパパとあそぼう!」を取材

おばけでまとあてのコーナー

活動活動活動活動ルポ 

にもかかわらず大勢の乳幼児親子が到

保育園の園児の皆さんを一般公開の

いています。 

われているスペース。天井も高く広々

一斉に入場すると会場はあっとい

出来始めます。 

おばけまとあて・キラットわなげ・写真コーナー・コリン

ム・ヨーヨーや・どうぶつうちわ・ボールプール」の 7 コーナーと別室の

さんだけではとても手が足りず 4 人のボランテ

。 

。今回はその中から「清水

取材しました。 

おばけでまとあてのコーナー 盛り上げちゃいますよー 



はすのみはすのみはすのみはすのみ児童館児童館児童館児童館「パパとあそぼう！」 

 パパも児童館デビュー！、という企画。ベビークラブ(出産後からファーストパースディーを迎えるまでの乳児と保護者の方を

対象に、子育ての喜びを共有する友だちづくりや情報交換を目的としておこなわれている)の「ふれあいあそび」をパパとお子さん

で楽しんでもらおうというもので、今回は２９組の参加者があり大盛況でした。 

 歌に合わせて抱っこにおんぶに高い高いにチュー!。いつに

ないパパのサービスぶりに泣き出してママが緊急出動･･なん

て事もありますが、乳児を中心にした親子の姿は見ているだ

けでもほのぼのとして心温まるものでした。 

 仕事を持つパパにとって、児童館は気安く出入りできる場所で

はないかもしれませんが、このようなイベントを通してパパの

「子育て資源」理解が進めばいいなと思います。男性の子育て支

援者がボランティア参加すればパパさんたちももっと来やすく

なるかもしれませんね。   (取材日 7 月 7 日) 

 

なりますなりますなりますなります児童館児童館児童館児童館「中学生ボランティア」 

 成増の中学生ボランティアクラブが地域で活躍しているという噂を聞き取材に向かいました。取材日(7 月 7 日)はケアタウン成

増という高齢者施設での活動があるとのこと。担当のなります児童館にお願いして同行させていただきました。 

この日のメンバーは 7 名。フルートとハンドベルの伴奏で「七夕さま」を歌い、施設の入居者さんと短冊を作って交流という予

定です。まずは２階、３階の各フロアーで演奏＆歌です。吹奏楽部所属のメンバーがフルートを構える姿は本格的でカッコいい。

ハンドベルのアレンジも自分たちで考えたとのこと。「七夕さま」をゆっく

り歌います。入居者さんの反応も上々で、入居者さんを交えて再度の大合

奏になりました。その後、メンバーがそれぞれのフロアーに分かれて短冊

作りで交流。ご高齢の入居者さんも中学生に囲まれご満悦な様子でした。 

約１時間ほどの活動の後、別室でふり返り。物おじしていないように見えたメンバーですがやはり中学生、高齢者とのふれあい

には最初は緊張したとの感想。施設の方からは認知症など高齢者の現状を聞き、学校とは違った「学び」があったようでした。さ

っそく次回の企画を話し合うメンバー、その姿にたくましさを感じつつ取材を終えました。 

「中学生ボランティアクラブ」は赤塚第二中学校の生徒さん有志

をメンバーに、なります児童館・成増南児童館・しらさぎ児童館

によって運営されている青少年健全育成活動です。ボランティア

体験による「ボランティアの心」の育成および社会参加の意識付

けや責任感の醸成を目的としています。ゆくゆくは地域の子育て

支援者の方々にも運営にかかわって頂けたらとのお話でした。 

頭上にかかるふわふわ生地に子どもたちは大喜び 

最初は緊張気味のメンバーも交流が進むに

つれ入居者さんとうちとけていきます 



                                                                                                                                                                        

    

交流会交流会交流会交流会にににに来来来来

今回今回今回今回はハンカチをはハンカチをはハンカチをはハンカチを

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

“ばあ！”の時、前の人の

 

 

 

 

 

 

保育園

 世の中は物騒な事件が頻発し、この時期

も達や保護者は新しい環境にやっと慣れてきて

一つ大きくなった事に期待と自信をのぞかせ

 各クラスでは、今年度初めての保護者会

て、元気で楽しそうに遊んでいる様子に

子育ての悩みを他の保護者がアドバイスをしたり

たりと、保育士達が思考を凝らした保護者会

 また、その日の様子を直接お話ししたり

けて頂けるように日々努力しています。

 私達は子育ての応援団！何か困ったとき

職員皆で反省し改善し、更に向上したいと

 その昔あった、世話好きの近所のおじさんやおばさんの

きました。コミュニティが希薄となった

連載 コラム

                                                                                                                                                                        

来来来来てててて頂頂頂頂いたいたいたいた浅見浅見浅見浅見このみこのみこのみこのみ先生先生先生先生のリトミックのリトミックのリトミックのリトミック    

はハンカチをはハンカチをはハンカチをはハンカチを使使使使ったったったった遊遊遊遊びをびをびをびを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします    

の顔を見て、ニッコリね。    

保育園は子育て応援団！

時期のように「心」もじめじめとしてしまいがちで

れてきて先生方に信頼の笑顔を見せてくれるようになりました

をのぞかせ、保育園の先輩として頼もしい存在感を

保護者会が開かれ、保育園でのわが子を参観したり

に目じりが下がってとても嬉しそうでした。懇談会

がアドバイスをしたり、解決法を寸劇でグループに分かれて

保護者会を行っています。 

ししたり、連絡帳やクラス便り等をとうして、保護者

。 

ったとき一番先に頼って頂きたい。気になる事があったら

したいと思っています。 

のおじさんやおばさんの姿が消えた今、保育園の役割

となった今だからこそ、地域の中でなくてはならない存在

板橋区立高島平もみじ保育園

ハンカチを両手に広

「じーじーばぁ!」(

「チリン、ポロン、とんでいけ～」 

とハンカチをとばす。 

コラム ～子育てをめぐって～②

                                                                                                                                                                        

    

！ 

じめじめとしてしまいがちですが、新入園児の子ど

せてくれるようになりました。進級児も

を発揮してくれました。 

り、ビデオの中での様子を見

懇談会では、保護者が日頃の

かれて披露し笑いの渦が起こっ

保護者には保育園に安心して預

があったら、何でも言って頂き、

役割はますます重要になって

存在なのだと感じています。 

保育園 園長 小林 倫子 

広げて持ち 

(繰り返し 4 回) 

② 



 

 

                                 家庭福祉員一日体験一日体験一日体験一日体験ボランティア 

 

 

 

 取材日 7 月６日。午前９時、うす曇りの中、林家庭福祉員のお宅へ伺いまし

た。大谷口北町の閑静な住宅地の一軒家。玄関を開けると子供たちの元気な声

が聞こえます。保育室として使用しているのはリビングと続き間の和室で約 12

畳ほど。すでに集まっている子供たちは床に散らばるボールでひと遊び中。僕

が入っていくと少々不審な目・・(むむ!まずい)と思う間もなく 0 歳時の A ちゃ

んが泣き出した。ボランティアの道険し。 

 

 

 

ここでひるんでいては取材にならんとコミュニケーションをはかる。1 歳児と遊ぶなんて娘以来 15 年ぶりです。抱っこしたり、

膝の上に乗せたりしているうちに子育て時代を思い出した。多少は遊んでもらえるようになったところでおやつの時間。 

おやつが終わると散歩だが、準備が大変。R ちゃんと S ちゃんが靴下を持って履かせてとねだる。ちっちゃい足がかわいすぎ。 

帽子をかぶって出発、2 台のベビーカーに分乗して公園を目指す。S ちゃんは歩くというので手をつなぐ。子供の歩幅に合わせて

歩くのは何年ぶりだろう、なつかしい。途中、お休みしている A くんに七夕飾りを届けて公園着。 

 

                               

 公園ではダンゴ虫を葉っぱでつつき、蟻と戯れ、ブランコにさわり、水たまりに手をつっこみと、さすが一歳児の皆さん愛らし

くもありますがちょこちょこと動き回り目が離せません。手も洋服も泥だらけ、手洗い場に連れて行くこと数回・・ 

 帰り道は全員ベビーカーに乗って帰路につきます。すでに眠そうな子も。家に戻ると

すぐにシャワー、着替えてお昼ごはん、お昼寝と続きます。 

 お昼寝前のひと時、子どもたちを順番に膝に乗せ絵本を読みました。凝縮された命の

塊を抱えているような温かい感覚。これはやみつきになるなー 

 ここで今日のボランティアは終了です。交流会でお聞きした通り幼児とはたっぷーー

りふれあえました。みんなー、また会いに行くね。 

 

 

 

 

 

 

林家庭福祉員は 6 人の子育て後、保育士資格を生かし開業 5 年。娘さん二人が

スタッフとしてかかわり 0 歳児 1 名、1 歳児 4 名を預かっている。 

特集2 
家庭福祉員家庭福祉員家庭福祉員家庭福祉員（（（（保育保育保育保育ママさんママさんママさんママさん））））        昼間、お勤めなどでお子さんを見られない保護者に代わっ

て家庭福祉員の自宅などでお子さんを保育しています。     

ケンケンケンケンケンケンケンケンの 

虫よけを塗ってお遊びタイム 

ダンゴ虫に見入る子供たち 
木の根は不思議ワールド 

小さな水たまりも見逃しません 

子子子子どもたちとどもたちとどもたちとどもたちと散歩散歩散歩散歩((((水遊水遊水遊水遊びびびび))))してしてしてしてくれるくれるくれるくれるボランティアボランティアボランティアボランティアさんさんさんさん募集中募集中募集中募集中ですですですです！！！！ 

午前 9:30～11:30 の 2 時間くらい、月曜～金曜のご都合のつく日に 

こどもたちと一緒に散歩(水遊び)してくれる方をお待ちしています。 

          家庭福祉員 林 則子 大谷口北町 03-3974-3036 

       家庭福祉員 竹内純子  南 町  03-3957-6747 

今回２ヶ所の家庭福祉員さん

よりボランティア募集をいた

だきました。今後も家庭福祉

員さんと連携しボランティア

情報を掲載いたします。 



 

子育て支援者交流会交流会交流会交流会報告 

で 

 

 

・意見交換会 

子育て支援者(2 級・3 級)・子ども家庭支援センター・子育て支援者活動サポートステーション・いたばし総合ボランティアセ

ンターなどそれぞれの立場から活発な意見交換会となりました。 

交流会で出ました意見を下記にまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

特集3 
 6 月 17 日にいたばし総合ボランティアセンターにて交流会が行われました。参加者は 32

名(大人 25 名・子ども 7 名)。一部は子育て支援者による意見交換会。二部は浅見このみ先生

による「子どもが喜ぶ手遊び・リトミック」という内容でした。 

●●●●子育子育子育子育てててて支援者養成講座支援者養成講座支援者養成講座支援者養成講座についてについてについてについて    

・講座の内容が専門的すぎる。和光市の場合は３～４日程度で修 

了している。 

・２級講座を修了しても自信を持ってファミサポに登録している 

人は少ないのでは。講座内容に実習や見学を増やして（実務より 

の内容にして）ほしい。 

・３級講座にボランティアについての時間を入れた方がよい。 

その中で無償と有償の子育て支援活動を整理する。ボランティアセンター職員が説明するとわかりやすいのでは。 

・子育て支援活動中の事故の事例報告を聞いておくと、万が一の際の見通しがつきやすいのでは。 

・ボランティア保険の窓口がいたばし総合ボランティアセンターだけというのが不便。講座最終日にボランティアセン

ター職員が申込受付すると良い。講座受講料の中にボランティア保険料を組み込んでしまっても良いのでは。⇒今後は

講座初日にボランティア保険について案内したい。 

●●●●修了後修了後修了後修了後のののの活動活動活動活動についてについてについてについて    

・講座修了後にファミリー・サポート・センターに援助会員として登録しても声がかからない。⇒地域、活動時間によ

って依頼の偏りがある。 

・子育て支援者として活動を始めるスタート部分を工夫する努力が必要。 

・家庭福祉員ボランティアを子育て支援者として活動に慣れる場として活用するのは？ 

・保育ボランティアサークルに活動に慣れる場として参加をしている方もいる。 

・２級講座を修了後すぐに有償ボランティアとして活動するのはハードルが高いので、無償ボランティアに慣れてから

有償ボランティアに入るのが理想的。 

・サポステとファミサポの区別がついていない人が多い。ボランティアと仕事（有償）が混同している。 

・登録する窓口が多すぎてわかりづらい。サービスを利用するお母さんも同じ。窓口の一本化が必要。それすればもっ

と各機関が連携できるのでは。 

・子育て支援サークルが少ない。もっと子育て支援者同士がつながる必要があるのでは。 

 

                                                          次ページに続く 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 交流会の意見を受け、さっそく 7 月 19 日から始まる 3 級講習の中で「ボランティアについて」の時間を持つことになりました。

また、ボランティア保険やいたばし総合ボランティアセンター登録の案内なども最終日ではなく前倒しして行うことになりました。

今号の「すまいる」での家庭福祉員さん特集も交流会での意見によるものです。今後も子育て支援者活動サポートステーションで

は子ども家庭支援センターやいたばし総合ボランティアセンターと連携し皆さんの意見を基に事業を行っていきます。 

・浅見このみ先生の子どもが喜ぶ手遊び・リトミック 

 後半は子どもさんにも入って頂いてこのみ先生の手遊び＆リトミックです。そ

れまでの討論番組的な雰囲気は一変、子どもも大人も「このみワールド」の住人

になってしまいました。あちこちからにぎやかな声。一見簡単そうに見える手遊

びですが、子どもより大人の方が真剣になっていました。 

  

  

 

 

 

 今回はあまり時間がとれず３０分ほどの「こ

のみワールド」でしたが、道具を使わなくても

子どもたちと楽しく遊べたことは新しい発見で

した。浅見このみ先生の子どもたちを惹きつけ

る術は必見。小さな声で囁くように話すこのみ

先生に、騒いでいた子どもが吸い寄せられてい

く様子はマジックのようでもありました。また

機会を作ってお呼びしたいと思います。     

 

 

●●●●家庭福祉員家庭福祉員家庭福祉員家庭福祉員についてについてについてについて    

・家庭福祉員ボランティアをすると子ども達と直接触れあうことができる。経験にもなるし、家庭福祉員としてはお散歩

の時間など１時間半でも手伝ってもらえると助かる。 

・家庭福祉員サポーター制度（有償ボランティア。２級修了後登録可能。）が十分活用されていない。 

・登録期限を設けずにいつでも登録できるようにしてほしい。⇒家庭福祉員サポーターの登録は随時受け付けています。

申し込みから登録まで時間を要する場合があるので、詳しくは板橋区保育サービス課民間保育振興係までお問い合わせく

ださい。 

・講座修了者の中には家庭福祉員サポーター登録をしないとボランティアできないという誤解があるかもしれない。 

●●●●サポステサポステサポステサポステ、「、「、「、「すまいるすまいるすまいるすまいる」、」、」、」、ボラセンについてボラセンについてボラセンについてボラセンについて    

・サポステでは子育て支援者登録簿を管理しているが、子育て支援者修了者に直接ボランティアを依頼できるのは児童館

や保育園の区の職員で、サポステから直接依頼ができない。 

・ボランティアセンターにある情報（私立保育園からのボランティア要請など）を子育て支援者登録者向けに活用してい

けば良いのでは。⇒ボラセンから支援者に直接紹介する場合は、ボランティアセンターに登録しておく必要がある。 

・「すまいる」に区施設以外に私立保育の情報を載せてみては。⇒今後はサポステが取材していく。 

・募集したボランティアの実績報告（簡単なものでよい）のようなものがほしい。 

 

一枚のハンカチもいろ

いろなものに変身 

このみ先生との

ふれあいに子ども

たちも楽しそう 



    子ども家庭支援

◆ 子育て支援者ワッペンができました

子育て支援者の皆さんから

お渡ししている名札やネームホルダー

者ワッペン」を作成しました

ワッペンには子育て支援者

表紙等にある、顔がある四つ

エプロンや衣類などにアイロン

子ども家庭支援センターで

要望の方は窓口までお申し出

問合せ先 子ども家庭支援

     電話 ０３
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最後まで読んでいただきありがとうございます

す。趣味は音楽で、歌の仲間からは「ケンケン

いたばしがサポステを運営するようになって

構成してみましたがいかがでしたでしょうか

て子育て支援者の皆様に情報をお届けしたいと

子育て支援者活動サポートステーションでは

いをいたします。「こんな活動をしてみたいのだが

者活動サポートステーションまでご

載していきます。 

ご連絡は 子育て支援者活動サポートステーション

           ( 担当 

家庭支援センターからのお

ワッペンができました！ 

さんから頂いた意見をもとに、修了時に

やネームホルダーとは別に「子育て支援

しました。 

支援者のシンボルマーク（テキストの

つ葉風のマーク）が入っており、

などにアイロン接着することができます。 

センターで無料配布しておりますので、ご

出ください。 

家庭支援センター 担当：河野 

０３－３５７９－２６５６ 

サポートステーション 

東京都板橋区仲宿 45-6 

市民活動学習推進センターいたばし 内 

http://www.saposute.info 

info@saposute.info 

5943-1888 

んでいただきありがとうございます。子育て支援者活動サポートステーション(

ケンケン」と呼ばれています。NPO 法人ボランティア・

するようになって 3 カ月、「すまいる」も 2 回目の発行です。今号

してみましたがいかがでしたでしょうか。少々男性目線すぎるかなという反省はありますが

けしたいと思います。ご意見もぜひお寄せください。よろしくお

ここ 

サイズ：６㎝×６㎝

サポートステーションでは、子育て支援者さんで作るサークルの

をしてみたいのだが仲間がほしい」など、要望がありましたら

サポートステーションまでご相談ください。活動の告知やメンバー募集なども

サポートステーション info@saposute.info  または

 山﨑 )        03-5943-1888  までお

    

センターからのお知らせ  

(通称サポステ)の山﨑憲司で

ボランティア・市民活動学習推進センター

今号は取材記事を中心に紙面を

はありますが、今後もあちこち取材し

よろしくお願いします。 
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るサークルの立ち上げのお手伝

がありましたら子育て支援

なども「すまいる」に掲

または 

までお願いします。 


