
板 橋 区 子 育 て 支 援 事 業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

板橋区子育て支援者通信誌                第３２号 2012.9.25 

特集①児童館イベントルポ         P2 

        児童館のイベント取材をご報告いたします。 

 

特集②「いたばし子育て支援・フラワー」 P4 

        子育て支援者養成講座修了者が中心になって作られた 

「いたぱし子育て支援・フラワー」その活動をご紹介します。 

 

・・・・子ども家庭支援センターからおしらせ                                   P5 

1.子育て支援者ワッペンを配布しています                                 

2.区政施行８０周年記念事業 「フォーラム 2012 赤ちゃんの駅から始まる事」  

・・・・連載コラム 「保育園は子育て応援団!」 かえで保育園 園長 坂本睦夫       P3 

・・・・区立保育園臨時職員登録者を随時募集しています                       P6 

・・・・児童館ボランティア募集                       P6 

・・・・保育園ボランティア募集                                             P7 

・・・・家庭福祉員ボランティア募集                                         P7 

・・・・研修会のお知らせ                                                   P8 

 

」 

「子育て支援者活動サポートステーション」のホームページです。 

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。 



 

                                  児童館イベントイベントイベントイベントルポ 

 

 

 

板橋地区児童館合同板橋地区児童館合同板橋地区児童館合同板橋地区児童館合同「乳幼児親子フレンドパーク」 

 板橋地区の８つの児童館が集まり乳幼児親子を対象にしたイベントが行われまし

た。会場となったのはグリーンホール 1、2 階ホール。１階ホールは乳児向け、２階

ホールは幼児向けの企画を児童館職員とボランティアの方々が運営されていました。

子育て支援者は、いたばし子育て支援・フラワー(特集 2 参照)から８名の方がボラン

ティアとして参加。手形コーナーやボールプール、休憩スペースなどのコーナーを担

当されていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昔「公園デビュー」、今「児童館デビュー」。小中学生の遊びの場というイメージの児童館ですが、乳幼児親子の利用が増え、か

つて公園が担っていた乳幼児親子の交流場という機能を地域の中で受け持つようにもなってきたように思えます。子どもにとって

もお母さんにとっても安全で居心地の良い「児童館」を、このような形で地域にアピールすることはとても大切だと感じました。 

会も終わりに近づいたころ「手形コーナー」に入っていた子育て支援者 N さんが若いママさんに「0.1.2

ひろば」の案内をしている会話を耳にしました。雑談から若いママさんの悩みを聞きとったようでした。

養成講座での知識や子育て支援活動で得た経験をこのような形で伝えられるのはとても素敵なことだな

と感じながら会場を後にしました。（取材日８月３１日） 

ときわときわときわときわ台台台台・・・・上板橋上板橋上板橋上板橋児童館合同児童館合同児童館合同児童館合同    

「チビッコフェスティバル」 

 常盤台地域センターで行われた「チビッコフェスティバル」。ときわ台児童館と上板橋児童館の合同イベントと聞き取材におじゃ

ましました。開始前の会場には児童館のイベントにしては多すぎるスタッフが準備中。このイベント、児童館だけではなく青少年

健全育成地区委員会や社会福祉協議会、青少年委員、ジュニアリーダーなど地域で子育て支援にかかわる方々との協働イベントと

お聞きし納得。スタッフ参加すると一度にたくさんの方々と知り合えるお得なイベントでもありました。 

特集1 
児童館では各館が毎月楽しいイベントや活動をおこなっています。今回はその中から「乳幼

児親子フレンドパーク」「チビッコフェスティバル」を取材しました。 

入り口を入ればそこはもう児

童館が引っ越してきたよう。

殺風景なホールが児童館職員

の方々の飾り付けで華やかな

雰囲気に変身。 

８児童館が交代でプログラムを用意してい

た「みんなであそぼうコーナー」。 

これは「音楽あそび」の一コマ。 

たくさんの子どもたちでごった返すボ

ールプール。器具が倒れないように押さ

えつつ公平に遊べるように気を配るＯ

さん。このような細やかな対応が、子育

て支援者がボランティアに入る意義な

のでしょう。 
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児童館が地域に出ていき、様々な方々と

協力しながら子育て支援の中核として動い

ている姿を見ました。限られた職員数の中

でやりくりが大変だろうな・・とは余計な心配かな。（取材日８月１７日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かえで保育園の地域子育て支援活動について 

かえで保育園は、高島第六小学校の北側にあり、自然も比較的多く恵まれた環境の中にあります。現在、

３ヶ月～就学前の園児１１６名が元気に登園しています。 

かえで保育園では、毎月、地域に住む就学前までの親子を対象とした『園庭開放』や『給食体験』を実施

しております。『園庭開放』では、育児相談や看護師による身体測定、ベビーマッサージやボディーペイン

ティング、10 月には、園児が掘ったさつまいもを焼き芋にして配ったりと、お家では体験できない遊びを

プロジェクトメンバーが毎月企画し、実施していることもあり、いつも沢山の親子が参加してくれます。そ

の中で知り合ったお友達の輪も広がっていて、大変うれしく思います。また、パートナー登録をされたご家

庭には、次回の園庭開放のご案内や給食献立を郵送し、情報発信しています。 

『給食体験』は、３歳までのお子さんを対象に、その日の給食を試食してもらいながら、生活面や栄養面

に関する相談を受けたりしています。 

日々の保育をしながら、園庭開放の受け入れをすることはとても大変なことではありますが、当園が目指

す『地域に根ざした開かれた施設』作りのため、これからも力を合わせて活動していきたいと思います。 

                       社会福祉法人友和会かえで保育園 園長 坂本睦夫  

連載 コラム ～子育てをめぐって～③ 

かき氷やわたあめのコ

ーナー。かき氷機やわた

あめ機が使えるのも関

わる大人が多いからで

すね。 

多くのコーナーがジュニアリーダーさんによって運営されていました。 

片付けもジュニアリーダーが

率先して行っていました。 

青少年健全育成地区委員会・・・地域社会の総力を結集し、未来を創造する青少年の健全育成並びに青少年をとりまく社会

環境の浄化を図ることを目的として板橋区内 18 地区で活動している団体で、青少年委員はその主要構成員です。 

社会福祉協議会・・・昭和 26 年（1951 年）に制定された社会福祉事業法（現在の「社会福祉法」）に基づき、設置され

た「民間の社会福祉活動を推進すること」を目的とした非営利の民間組織です。 

ジュニアリーダー・・・小学 4 年から高校生を対象に、青少年委員の指導のもと、様々な人との関わりと体験の場を通して、

将来の地域活動の担い手となることを目的として育成されています。ジュニアリーダーは、地区まつりなどの地域行事への

参加、ボランティア活動など、地域の人たちと関わり合いながら楽しく活動しています。 
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                                「「「「いたばしいたばしいたばしいたばし子育子育子育子育てててて支援支援支援支援････フラワーフラワーフラワーフラワー」」」」 

 

 

 平成１９年夏の子育て支援者養成講座、受講者３人が「一人でボランティアに行くのは心細いから」と連絡先を交換したのが、

いたばし子育て支援・フラワーのはじまりでした。手作り小物ではすでに実績のあった代表の松村さんが、この年の区民祭りへの

手作りコーナーや、これをきっかけに行った都立有徳高校での「エコに関した手作りの授業」に養成講座の仲間を誘い活動をする

うちに、一人ではできないことも仲間とならできると正式にフラワーを発足。翌年の 5 月から「親子交流会」など、子育て支援の

ボランティア活動がスタートしました。 

 フラワーの特色となっているのが「無償」「手作り」「楽しむために本気でやる」。ボ

ランティア団体なのでお金がないからと、小物から舞台のセットまで何でも作ってし

まうのですが、その出来は市販されている教材をはるかに凌ぐレベル。無償であるこ

とにこだわれるのも、この手作りの技があればこそでしょうか。取材時にエプロンシ

アター用の人形や動物を見せていただきましたがその愛らしいこと。         

   

  

 

 

 

取材時６名のメンバーの方々                                                                                                                    

に集まって頂きました。みなさんから共通し

て聞かれたのは「楽しいから続けられる」と

いう言葉。「材料を集め、加工し、セリフを覚

えて演ずる。一人ではできそうもないことが、

みんなの力によって上手く行く楽しさ。その

ために本気で取り組むし、苦労もあるのだけ

ど」と本当に楽しそうに話す姿が印象的でした。勉強会も毎年行っているそうで、前回は町屋にある一時預かりのボランティアグ

ループの見学に行ったそう。他にも、おもちゃ美術館、裁判所の傍聴、本所の防災館見学など勉強会もなかなかユニーク。メンバ

ーでなくても子育て支援者なら勉強会への参加は OK とのことでしたので今後の「すまいる」でお伝えしていきたいと思います。

なお、いたばし子育て支援・フラワーの活動情報は下記のブログに掲載されています。また、一緒に活動をしてくださるメンバー

をいつでも大募集とのことですので、興味をもたれた方は 090-3098-8925(松村)までお問い合わせください。 

 

特集2 
板橋区内には多くの子育て支援団体がありますが、その中でもユニークな活動を続ける

「いたばし子育て支援・フラワー」その活動を紹介いたします。 

いたばし子育て支援・フラワーの

活動の柱は毎月行われる「親子交

流会」。手遊びなどのオリジナル

プログラムと保育付きの”ママた

ちの手作り体験”など毎回趣向を

凝らした企画です。 

第１.２.３木曜に開かれる大山ハッピーロー

ド・ハッピースクエア「親子ひろば」。フラワ

ーさんの活動は地域の方にはもうおなじみの

ようです。 

毎年 3 月に行われる「うたがいっぱい♪パ

パもいっしょコンサート」もフラワーさんの

主催。音楽絵本とうたのスペシャルコンサー

トです。毎回満席の大人気イベント。 

児童館などのイベントに招

かれることも多いフラワー

さん。これは三匹の子豚の一

シーン。オオカミの迫力に泣

き出す子も。 

いたばし子育て支援・フラワー ブログ  http://ameblo.jp/kosodateflower/ 
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子ども家庭支援センターからのお知らせ 

◆ 子育て支援者ワッペンを配付しています！ 

支援者の皆さんから頂いた意見をもとに、「子育て支援者

ワッペン」を作成しました。子育て支援者としての“目印”

になりますので、ボランティア活動時などに是非活用してく

ださい。 

ワッペンには子育て支援者のシンボルマーク（テキストの

表紙等にある、顔がある四つ葉風のマーク）が入っており、

エプロンや衣類などにアイロン接着することができます。 

子ども家庭支援センターで無料配付しておりますので、ご

要望の方は窓口までお申し出ください。 

問合せ先 子ども家庭支援センター 担当：河野 

     電話 ０３－３５７９－２６５６ 

 

 

 

サイズ：６㎝×６㎝ 

区制施行 80 周年記念事業  

  ＜フォーラム 2012 赤ちゃんの駅から始まること＞ 

 ～ より子育てしやすい地域創造を目指す自治体ネットワーク ～ 

区制８０周年記念事業として、「赤ちゃんの駅」をキーワードに、子育て先進自治体首長

を招き、特色ある子育て事業の紹介や創意工夫などを話し合うフォーラムを開催します。 

日  時：平成 24 年 11 月 14 日（水）12：45～14：45（12：15 開場） 

場  所：板橋区立文化会館小ホール（板橋区大山東町５１－１） 

観覧方法：当日会場に直接お越しください。【入場無料】 

プログラム 

●「赤ちゃんの駅」フラッグ新デザイン発表・「赤ちゃんの駅」認定証贈呈式   

●基調講演 「親の一日保育士体験」松居 和氏  

●首長対談 「子育てしやすい地域とは何か～在宅子育て支援のあり方～」 

～各自治体の特徴ある子育て支援策の紹介、意見交換など～  

埼玉県戸田市長、朝霞市長、和光市長、板橋区長 

司会 片岡 輝（東京家政大学名誉教授） 

※詳細は、広報いたばし平成 24 年 9 月 29 日号をご覧ください。 
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区立保育園臨時職員登録者区立保育園臨時職員登録者区立保育園臨時職員登録者区立保育園臨時職員登録者をををを随時募集随時募集随時募集随時募集していますしていますしていますしています 

＜職  種＞ ①保育補助（無資格・有資格） ②調理 ③用務 

＜対  象＞ 月２０日間勤務可能な方 

＜期  間＞ 原則として６か月以内（欠員の期間に対応） 

＜時  間＞ １日７時間４５分勤務（別途休憩１時間） 

＜日  給＞ 平日７,２００円 土曜９,７２０円 

①で有資格は、平日８,１６０円 土曜１１,０１６円 

＜交 通 費＞ 公共交通機関利用者に、１日１,０００円を限度として実費支給 

＜登録方法＞ 履歴書（写真貼付）を直接または郵送で、保育サービス課まで提出 

        登録された方の中から随時雇用 

        登録期間は年度ごと（期間内に雇用されない場合あり） 

＜問合せ先＞ 〒１７３－８５０１ 板橋区板橋２－６６－１ 

板橋区役所保育サービス課保育管理係  ☎３５７９－２４８０ 

                児童館児童館児童館児童館ボランティアボランティアボランティアボランティア募集募集募集募集コーナーコーナーコーナーコーナー    

1111    中板橋児童館中板橋児童館中板橋児童館中板橋児童館        幼児幼児幼児幼児クラブクラブクラブクラブ運動会運動会運動会運動会ボランティアボランティアボランティアボランティア募集募集募集募集！！！！    

■日時：１０月４日（木）１０：００～１２：００ 雨天の場合は５日(金)に順延となります。■内容：運動会の会

場設営、競技進行の補助、乳幼児の見守りなど、児童館の屋上で行う幼児クラブの運動会のお手伝いをお願いしま

す。■募集条件：健康で子ども好きな１８歳以上の方■その他：動きやすい服装、運動靴、タオル 

■締切日：9 月 28 日（金）17:00■連絡先：中板橋児童館（中板橋１１－９）担当：多田℡ ３９６２－９４８５  

2222    清水児童館清水児童館清水児童館清水児童館        幼児幼児幼児幼児「「「「うんどううんどううんどううんどう会会会会」」」」でボランティアでボランティアでボランティアでボランティア！！！！    

■日時：１０月１２日（金）９：１５～１２：００ ■内容：本蓮沼公園で乳幼児運動会を行います。運動会の準

備、運営、片付けなどのお手伝いをお願いします。■募集条件：18 歳以上で子どもの好きな方■その他：動きやす

い服装、運動靴、帽子、上履き（雨天時）■締切日：１０月３日（水）17:00 

■連絡先：清水児童館（清水町 72-7）担当：中島 ℡ ３９６３-３３１３ 

3333    弥生児童館弥生児童館弥生児童館弥生児童館        弥生小弥生小弥生小弥生小ファミリーフェスティバルファミリーフェスティバルファミリーフェスティバルファミリーフェスティバル    ゲームコーナーのボランティアゲームコーナーのボランティアゲームコーナーのボランティアゲームコーナーのボランティア募集募集募集募集！！！！    

■日時：１０月１３日（土）12：00～16：00 応相談 ■内容：弥生小学校 PTA まつりで弥生児童館の遊びコ

ーナー（工作）の準備と運営補助及び片付けをお願いします。■募集条件：短大生・大学生の方 ■その他：動き

やすい服装・タオル ■締切日：１０月６日（土）17:00 

■連絡先：弥生児童館 （弥生町 16-3）担当：岡田 ℡ ３９５６-８３１１ 

4444    あずさわあずさわあずさわあずさわ児童館児童館児童館児童館        あきまつりあきまつりあきまつりあきまつり inininin ハロウィンハロウィンハロウィンハロウィン        明明明明るくるくるくるく元気元気元気元気なななな方方方方をををを募集募集募集募集していますしていますしていますしています    

■日時：１０月２０日（土）10：00～12：00 または 13：00～16：00■内容：ハロウィンにちなんだゲーム

やお店、ゴーストハウスのお手伝いをお願いします。■募集条件：専門学校生、短大生、大学生■その他：上履き、

動きやすい服装 ■締切日：１０月１８日（木）17:00 

■連絡先：あずさわ児童館（小豆沢 3-9-2-103）担当：木村℡３９６６-２８２５  

5555    ゆりのゆりのゆりのゆりの木木木木児童館児童館児童館児童館        ハロウィンハロウィンハロウィンハロウィン迷路迷路迷路迷路    迷路迷路迷路迷路をををを作作作作ってハロウィンをってハロウィンをってハロウィンをってハロウィンを楽楽楽楽しもうしもうしもうしもう！！！！    

■日時：１０月２３日（火）から２６日（金）いずれも 14:00～17:30（２３日・２６日は設営・撤去）■内容：

児童館のホールに、ビニールで迷路を作ります。■募集条件：高校生以上の学生■その他：汚れても良い服装また

は着替え持参上履き・汗ふきなど。一日だけでもかまいません、必ず連絡のうえご参加ください。■締切日：１０

月１７日（水）17:00■連絡先：ゆりの木児童館（赤塚新町 3-32-11-209）担当：佐藤℡ ３９７７-２６５１  

火曜日から土曜日（10/９、11/3 を除く） 

9:00～17:00 にお電話をお待ちしています 
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6666    板橋児童館板橋児童館板橋児童館板橋児童館        「「「「ハロウィンパーティーハロウィンパーティーハロウィンパーティーハロウィンパーティー」」」」    のおのおのおのお手伝手伝手伝手伝いをおいをおいをおいをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

■日時：１０月３１日（水）９：３０～１２：００または１４：００から１７：００■内容：児童館内ハロウィン

パーティーのゲー ムアシスタント、お店屋さんの運営をお願いします。■募集条件：大学生、短大生■その他：

上履き、動きやすい服装 ■締切日：１０月１９日（金）１７:00  

■連絡先：板橋児童館（大和町３６－４） 担当：小林 ℡３９６２-０２１８ 

7777    大山東児童館大山東児童館大山東児童館大山東児童館        「「「「大山東大山東大山東大山東フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル」」」」    のボランティアスタッフのボランティアスタッフのボランティアスタッフのボランティアスタッフ募集募集募集募集！！！！    

■日時：１０月２４日（水） １３：００～１７：００ ※時間応相談 ■内容：大山東児童館の秋まつりです。

児童を相手に楽しいお祭りのお手伝いをお願いします。大山東児童館で行う小学生以上を対象とした「秋まつり」

のスタッフをお願いします。 ■募集条件：１８歳以上の方 ■その他：動きやすい服装、上履き ■締切日：１０

月１３日（土）１７：００  ■連絡先：大山東児童館（大山東町８－７） 担当：中村 ℡ ３５７９-６７６７ 

8888    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        教員教員教員教員やややや保育士保育士保育士保育士をををを目指目指目指目指しているしているしているしている方方方方、、、、児童館児童館児童館児童館でででで小学生小学生小学生小学生とととと一緒一緒一緒一緒にににに遊遊遊遊んでみませんかんでみませんかんでみませんかんでみませんか？？？？    

■日時：火曜～土曜の午後 （日時要相談） ■内容：得意分野（卓球・ボール遊び・コマ回し、折り紙、工作、

ピアノ等）や盤ゲーム等での遊び相手。■募集条件：高校生以上。月 1 回でも継続可能な方。■その他：上履き 

■締切日：１０月３１日（水）１７：００ 

■連絡先：はすのみ児童館（高島平 1-50-2）担当：古田 ℡ ３９３４-５９８０ 

9999    上板橋児童館上板橋児童館上板橋児童館上板橋児童館        かみいたえんにちのボランティアをかみいたえんにちのボランティアをかみいたえんにちのボランティアをかみいたえんにちのボランティアを募集募集募集募集しますしますしますします。。。。    

■日時：１１月２２日（木）午前の部 9：30～12：00 午後の部 13：00～16：30※時間は相談してください。

■内容：児童館で、ゲームコーナーや、綿あめなど子ども実行委員を中心としたお祭りを行います。ぜひ、子ども

たちと一緒にお祭りを盛り上げてください。■募集条件：18 歳以上で健康な方 ■その他：動きやすく汚れてもよ

い服装、上履き ■締切日：１１月１７日（土） 17:00 

■連絡先：上板橋児童館 （上板橋 2-3-8） 担当：内田 ℡３９３３-６９７０  

10101010    下赤塚地区下赤塚地区下赤塚地区下赤塚地区児童館児童館児童館児童館（（（（赤塚赤塚赤塚赤塚・あさひが・あさひが・あさひが・あさひが丘丘丘丘・・・・赤塚新町赤塚新町赤塚新町赤塚新町・ゆり・ゆり・ゆり・ゆりのののの木児童館木児童館木児童館木児童館））））    板橋農業板橋農業板橋農業板橋農業まつりまつりまつりまつり出前児童館出前児童館出前児童館出前児童館コーナーコーナーコーナーコーナー    

■日時：１１月１０日（土）12：45～16：15・１１月１1 日（日）9：45～15：45 ※どちらか 1 日でも可、

時間についても相談に応じます。 ■内容：①工作の手伝い ②ゲームの受付対応  ※対象は幼児から小・中学生  

■会場：板橋区立赤塚体育館野球場 ■募集条件：高校生以上の学生 ■その他：屋外テントで行うので、汚れて

も良く動き易い服装、水筒・昼食（11 日のみ）・汗ふきタオル  ■締切日：11 月７日（水） 17:00 

■連絡先：赤塚児童館 （赤塚 6-38-1） 担当：臼井（うすい） ℡ ３９３８-８８２１  

    区立栄町保育園区立栄町保育園区立栄町保育園区立栄町保育園  ・小さな保育園で楽しくボランティア 

●子ども達と遊んだり、保育園でお手伝いをして下さる方を募集しています●時間 9:00～16:00（時間応相談） 

●内容 保育のお手伝いが主ですが保育教材の準備や環境を整えるお掃除などもお願いします 

●募集条件 高校生以上●その他 汚れても良い動きやすい服装、エプロン、三角巾、上履き 

●担当 遊喜 ℡３９６１－３２４１ ＦａＸ３９６１－３７６６ 

 家庭福祉員家庭福祉員家庭福祉員家庭福祉員    ボランティアボランティアボランティアボランティア募集募集募集募集情報情報情報情報         

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

    月曜～金曜の午前中２時間位ご都合のつく日に子どもたちと散歩してくれる方をお待ちしています。 

家庭福祉員 竹内純子竹内純子竹内純子竹内純子    南 町    03-3957-6747 

    月曜～金曜の午前中２時間位ご都合のつく日に子どもたちと散歩してくれる方をお待ちしています。 

家庭福祉員 山後育恵山後育恵山後育恵山後育恵   前野町 6 丁目  03-5918-9501 

生きる力をはぐくむお手伝いをしてください。日時などはご相談の上。ご連絡お待ちしております。

「ほいくじょうほう」(区役所保育サービス課にあります)を 

ご覧になると家庭福祉員や保育園の詳しい情報がわかります。 

7 



 

 

 

発行 子育て支援者活動サポートステーション 

  〒173-0005 東京都板橋区仲宿 45-6 

NPO 法人ボランティア・市民活動学習推進センターいたばし 内 

ホームページ  http://www.saposute.info 

メールアドレス info@saposute.info 

TEL＆FAX   03-5943-1888 

 

 

 

研修会研修会研修会研修会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

子育て支援者活動サポートステーションが企画する研修会。今回はときわ台児童館を会場に「知的

に障がいのある子どもとの付き合い方」と「チャレンジパネルシアター」の二本立でお送りします。

明るく、楽しく、ためになる研修会を目指しています。子育て支援者の皆さま、ふるってご参加くだ

さい。 

 

日時日時日時日時    10101010 月月月月 14141414 日日日日（（（（日日日日））））    ９９９９::::４５４５４５４５開場開場開場開場    １０１０１０１０::::００００００００スタートスタートスタートスタート    １２１２１２１２::::００００００００終了予定終了予定終了予定終了予定    

会場会場会場会場    ときわときわときわときわ台児童館台児童館台児童館台児童館        常盤台常盤台常盤台常盤台 3333----21212121----2222    

テーマテーマテーマテーマ 1111「「「「知的知的知的知的にににに障障障障がいのあるがいのあるがいのあるがいのある子子子子どもとのどもとのどもとのどもとの付付付付きききき合合合合いいいい方方方方」」」」    

講師講師講師講師    内田美紗子内田美紗子内田美紗子内田美紗子さんさんさんさん    （（（（高島平特別支援学校高島平特別支援学校高島平特別支援学校高島平特別支援学校 PTAPTAPTAPTA 会長会長会長会長））））    

ちょっとしたことで騒ぎだしたり、目を離すといなくなったり、こだわりが強かったり、知的障がいと

呼ばれる子どもたちの行動は不思議がいっぱい。そんな彼らと付き合うコツを、１２歳になる自閉症のお

子さんを持ちながら PTA 会長として活躍している内田美紗子さんに教えていただきます。 

テーマテーマテーマテーマ 2222「「「「チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ    パネルシアターパネルシアターパネルシアターパネルシアター」」」」    

    講師講師講師講師    小林万里子小林万里子小林万里子小林万里子さんさんさんさん    （（（（ときわときわときわときわ台児童館指導員台児童館指導員台児童館指導員台児童館指導員））））    

 子どもたちに大人気のパネルシアター。作り方から進行の仕方までノウハウを大公開。練習の時間もた

っぷりとりますので、パネルシアターにご興味のある方、ぜひご参加を。講師の小林万里子さんは児童館

指導員としてとても上手に子どもたちをまとめる方です。子どもとの接し方のポイントも教えていただけ

るかも。 

 

※参加費は無料です。           

※上履きをご持参ください。 

子育て支援者 S さんから、淑徳短期大学のボランティアセンターを会場におこなわれている「すまいるキッズカフェ」

を教えていただきさっそく参加してみました。「すまいるキッズカフェ」は子育てにかかわる様々な立場の方の交流の場と

して企画されたもので、カフェの名の通りとても美味しいコーヒーとお菓子が用意されていました。子育て支援に役立つ

情報をたくさん聞くことができ、とても有意義な時間でした。毎月第１金曜１９時から淑徳短期大学３号館(前野町

6-36-4)ボランティアセンターにて開催。子育て支援者大歓迎とのことです。 (山﨑) 

ここ 
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