
板橋区子育て支援者通信誌 

す ま 
い る 

板橋区子育て支援事業 

第37号 
2013.08.9 

暑い日がつづいています 
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★交流会のおしらせ★ 

かんたん！牛乳パックでつくる 手づくりおもちゃ 
切って貼るだけ！ 子どもたちに大人気！ 

●とき：10月27日（日） 10時～12時 ●場所：いたばし総合ボランティアセンター第1ルーム 
●講師：藤井純子（まちの保健室スマイルルーム室長)※牛乳パック(解体せずに)をお持ちください!! 
おもちゃは買わなくていいんです。大人気★身近なものですぐに使える手づくりおもちゃをご紹介。  

★アンケートにお答えください!! P8 
～板橋区子ども家庭支援センターからのお願いです～ 



-２- 

特集１ 

子育て支援 施設レポート 

板橋仲町どろんこ保育園 (板橋区仲町) 

行って・見て・聞いてみました！ 

 平成25年4月1日、板橋区の仲町に開所した社会福祉法人 どろんこ会 

板橋仲町どろんこ保育園。板橋区の中でも、住居やビルの密集する大山地

区に、ヤギやニワトリと一緒にどろん子になって遊ぶことのできる園庭を備

えた、特色豊かな保育園です。今回は、板橋仲町どろんこ保育園の小野園

長に、園の特長や子どもたちの様子をうかがいました。 

  園名から「どろんこ」・・・とは、面白いですね 

 

 
小野園長はなんと、保育士資格を取得
した男性保育士1期生! 

小野園長：そうですね。当園は名前のとおり「どろんこ」になって遊んだり

園内では裸足(草履)で過ごす保育が特長です。さまざまな体験を通じて 

 感覚をたくさん刺激し、生きる力の基礎となる心情、意欲、態度を育てていく保育を目指しています。田舎や都会でも

豊富な自然が残っていた環境で育った私たち大人が、子どもの頃に体験した日常のごく一部ではありますが、子ども

たちに提供したいと考えています。家畜とともに暮らし、農作物を育てること、自然の中で遊ぶという経験は、都会育

ちの子どもには、意識して与えなくては体験できないものです。どろんこ会は、センス・オブ・ワンダーの保育方針で、 

にんげん力を育てる遊びの機会と環境をつくることを保育の場で実現し

ようと創立しました。子どもたちの感性は、豊かな自然環境の中で育まれ

るものと考え、都会の中でも、その可能性を見い出しながら、乳幼児期と

いう大事な時期を過ごしてほしいと願っています。 

 

  どんな保育をされているのか具体的に教えてください 

小野園長：身体をたくさん使う、という意味では、天気の良い日の午前中

には１～２時間かけて毎日お散歩へ出かけます。2歳児(あずき組)の小さ 

な子どもたちでも、片道30分かけて大山公園などへ出かけます。たくましいですよ。そして、月に一度の遠足として、

区内や隣接区にある大きな公園等へ行きます。この前は北区の飛鳥山公園に行きました。 

 園内は基本的に裸足で過ごします。床は無垢木材ですので、気持ちがいいです。 また、ご覧の通り、園庭はどろん 

 

園舎の廊下でニワトリさんに!! 
のんびり慣れたものです。 

園舎は大きなガラス張りで 
採光はもちろん、オープンな雰囲気 

こ遊びができる土を使っており、直接、土の感触を味わいながら、思いきり

五感を刺激して遊びます。ここでは、ニワトリやヤギもお友達です。ニワト

リは自由に園庭を歩きまわり、いっしょに遊んでいるようですよ。 

 どろんこ会は新潟県南魚沼市の農家さんと提携しており、春には田植え、

秋には稲刈りに出かけます。若い先生も、子どもたちと一緒に、たくさんの

経験をしながら、保育者として人間性を豊かにしてくこともねらいです。    

 今は、ちょうど梅干しを干しているところですが、生梅が出たばかりの 
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子ども見守り隊として活動★本橋千代美さん 

いたばし子育て地域力・ひと 

頃には梅ジュースも作りました。塩と砂糖の調味の違いで、梅の味が全く

違うことに、子どもたちは驚いていました。春はよもぎ団子をみんなで

作って味わいました。 
   

  地域に開かれた園、という印象ですね 

小野園長：子どもたちは、社会の宝です。そういう意味でも「地域で子育

て」というキーワードはとても大切だと考えています。地域の方たちと交流

し、挨拶を交わしあいながら、子どもを見守っていくことが、 何よりの安

心感であり、信頼へとつながっていくものです。５月には、地域の町会長 

 さんたちが集まる場に参加させていただきました。当園は、今年の4月に出来たばかりですので、まずは園のことを

知っていただくこと、そして地域の方に園内の施設を開放し、交流の場として利用していただきたいということをお話

ししました。現在は毎週、地域交流の場「ちきんえっぐ」（みんなのキッチン）を開催しています。先日は「ケチャップ作り」

をしました。当園のニワトリが産んだ卵を使ったオムレツに、手作りケチャップをかけて楽しみました。 

 最近は、ご近所の方がちょっと立ち寄ってくださったり、当園にご興味のある他区にお住まいの方がわざわざ足を 

運んで来て下さったりと、交流が始まっています。安全性の保持には十

分に気をつけながら、地域のお知り合いをたくさん増やして、見守りの

目、育む心の輪をこの園から広げていきたいと思います。 

 

  どろんこ保育園で保育ボランティアはできますか？ 

 公式での募集はしていませんが、 「保育ボランティアをしたい」「子ど

もたちと遊びたい」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

けんだま、お手玉、折り紙・・・。大人の方々が親しんだ遊びを、子どもたち

に伝えていただきたいと思っていますし、地域の世代間交流は、子ども

たちにとって貴重なことです。 

  ありがとうございました！ 

 

◆板橋仲町どろんこ保育園◆ 
 住所：東京都板橋区仲町16-10 
 電話：03-5964-6460 
※お問い合わせ時に、板橋区子育て支
援者通信誌「すまいる」を見て・・・とお
伝えください。 

園長先生を取材した部屋に 
なんと梅が干してありました！ 

いたばし子育て見守り隊・スクールガード 本橋 千代美さん（板橋区大門) 

 私は板橋で生れ育った根っからの板橋っ子です。近隣に住む子どもの安全を守るために子

育て見守り隊、スクールガ―ドとして活動をはじめて10年が過ぎました。ここ大門地区は、私

が子どもの頃は、ほとんどが森や林ばかりで、静かな場所でした。今は、大きな道路や住宅

やマンションが建ち、違った意味で危険も増えています。 

とくに私は、通学路の環境や安全のチェックを心がけています。この地区は一戸建てが多い 

板橋区には 

ステキな子育て支援者さんがいっぱい！ 

ステキな方々をご紹介します★ 

ので、庭の植木や植物が生い茂り、通学路(公道)を邪魔している場所をよく見かけます。交通事故や犯罪などの危険

性を減らすためにも、危険な場所をチェックし対応をお願いしています。子どもたちの笑顔を見ると、ホッとします。 

※いたばし子ども見守り隊、スクールガ―ドは児童の安全を見守るボランティアさん。お近くの学校へお問い合わせを!! 
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特集２ サポステ研修会レポート 

配慮が必要な子どもへの“配慮”の実際 

学ぼう・知ろう・理解しよう 

 ６月２９日に行われた研修会では、「配慮が必要な子どもへの“配慮”の実際」をテーマに、山本良典さん、東海林葉

子さんにお越しいただき講演をしていただきました。その中から今号では東海林葉子さんの話をまとめお伝えします。

東海林さんは元特別支援学級教諭で、現在は東京都心身障害児･者性教育研究会の 

メンバーとして活躍されています。 

●社会に出て気づく問題 

 学校でも、卒業後就職した先でも優秀だといわれていた知的障がいがあるお子さ

んが、半年ほどで会社に行かれなくなるということがありました。お昼時に一人で大

声を出してしゃべっている。食べ方がとても汚い、便器に汚れを付けても気にせずに

出来てしまう。いつも洗濯しない同じ服を着てくる、言葉遣いが悪い、敬語が使えない。 

いいなと思うと他人の物でも触る・・・。こういった社会生活上の問題行動を、注意

ばかりされるので嫌になってしまって会社に行かなくなってしまったのでした。 

 学生の間は、このようなことは家庭や学校では見過ごされるケースが多いよう

です。学生生活の中では支援や配慮が行き届きすぎていて、出来て当たり前のこ

とが出来ていないということが明るみにならずとも過ごせる環境にあります。そ

れが青年期になって問題になってくるのです。「トイレは自立しています」と言わ

れたお子さんでも、実際は男子トイレでおしり丸出しで排尿していたり、生理の時

に衣服や便器などを汚したまま気にせずに出てきてしまう。そういうところを気

づいて教えてあげることが将来のためになるのです。 

 
●社会性を身につけるトレーニングを 

 プライベートな行動をパブリック(公の場)では行わないということも教えてあげて

欲しいことです。また、人との距離の取り方は大切です。「おばちゃん」と寄ってくると、

かわいいからハグしてあげることもあると思いますが、小学３年生ぐらいになったら、

「立派な男の子になったのだから握手だけにしましょうね」と言ってあげて、他人、とく

に異性との距離の取り方を教えてあげて欲しいのです。そこでＯＫにしてしまうと、他

でも良いのだと思ってしまう。親しい人では問題にならなくても、他人にも同じことを

してしまえば、それは痴漢行為です。 

  問題行動への対応ですが、反社会的行動と言いましょうか、やって悪いことは悪いと教えて欲しいと思います。

ただ、悪いことをした時、単にダメだと言って我慢させるのではなく、その悔しい気持ちをどのようにしてやり過

ごすかということも考えてあげて欲しいのです。「ざんねん」と声に出してみる、他の場所に移って気持ちを書い

てみるなどいろいろな方法があると思います。 



●児童館じょうほう● 
暑い夏をヒヤヒヤに？！ 季節のイベント～おばけやしき・めいろ～ 
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ボランティア活動中の 事故や損害に備えて 

ボランティア保険に加入しましょう 

保険期間は４月１日０時から翌年３月３１日２４時までの一年間。 
お問い合わせ、お申し込みは「いたばし総合ボランティアセン
ター」まで。 
 
＊いたばし総合ボランティアセンター 
 住所：本町２４－１ 
 電話：５９９４－４６０１ 

子育て支援に関する、新しい情報は 

http://www.saposute.info 
 

「子育て支援者活動サポートステーション」
のホームページへ 

ぜひ、アクセスを～！！ 
 

●褒めて、認めて、意欲を引き出し、自主性を尊重する 

  発達障がいのお子さんは「ダメ」と言われることが多く、傷ついているということも理解して欲しいと思います。当

たり前のことが出来るようになるだけでもその子にとっては大変な努力がいることです。チャンスを見つけてうんと

褒め、たとえうまく出来なくても「ここまでは出来たね」と言ってあげるだけで違ってきます。また、親に対しても問題

行動を報告するばかりではなく、良かった点、出来たところなどを話してください。親も子供同様傷ついているもので

す。がんばらない介護という言葉もありますが、同じようにゆるく子育てをしましょうと言ってあげて欲しいのです。 

  また、おやつや飲み物を取る時など、ぜひ「チョイス」ということをさせてあげてください。おやつはアイスとクッ

キーとどっちがいい？など、小さなことでも選択させて欲しいのです。自分で選ぶということは子供たちの将来に

とって大切です。こうしなさいと言われなければ動けないのではなく、ルールを決めたらその中で自分で決められる

ようにしてあげることは重要です。また、「いや」ということも言っていいのだということも小さい時から教えてあげ

てください。「はい」としか言えない子供がそのまま思春期に入ることは怖いことだと思います。「いや」とことわった

ら悪い、と思いこんで性被害にあってしまうケースもあるのです。 

●親御さんとの信頼関係は大切です 

 親御さんとの関係ですが、一番気を使うのがお金と性の話だと思います。このような問題というのは障がいの有無

にかかわらずデリケートです。また進路や薬の使い方なども、知識としてこうした方が良いのではと思っていても、親

御さんから尋ねられた時に話すなら良いのですが、良かれと思ってこちらから言うとそれが親を傷つけることもある

ということも知って欲しいです。支援者の立場というものは非常に微妙なこともあるでしょうが、皆さんが親御さんや

お子さんたちの生涯のパートナーというか、親にとって「あの人に相談に行こう」というような存在になって頂けたら

なと願っています。 

※保険料は 
 基本的なプランで 
 保険料は３00円～ 

夏の風物詩！？たくさんの児童館で、おばけやしき・めいろが催されます。 

ホールを使って、つい立てを迷路のように配置し、子どもたちがその中を進んでいく本格派。 

本格的な 会場の設営は、児童館職員やボランティアさんが行います。 

夏休中の子どもたちに、大好評の季節のイベントです。ぜひ、 

お近くの児童館のおばけやしき・めいろをご覧になってみてく 

ださい。ボランティア募集情報は「活動の場じょうほう」に掲載 

しています。 
参考写真：はすのみ児童館 

鳥居の中は？！ 
・・・キャーッ！！！ 

組立中のめいろは工事中のよう 



タイムス 

子育て支援者養成講座(３級課程) 

 グループワーク・交流会レポート 

 7月2日からスタートした全7日間の子育て支援者養成講座平日日

中コース(3級課程)が7月19日に修了しました。最終日は、淑徳短期

大学の塩野教授からボランティア活動について学び、その中でグ

ループワークを実施しました。 

 グループワークでは５つのグループに分かれて、「養成講座の受

講前と、受講後の気持ちの変化」「受講を終えた感想と、これから子

育て支援にどうかかわっていきたいと考えているか」をテーマに、

みなさんの意見を交換し、有意義な時間になりました。 

 すでに、地域でさまざまなボランティア活動に参加されている人、子育て支援に関わっている人も多く、どのグルー

プからも「自分の力を社会に生かしたい」という声がたくさん挙がりました。塩野先生の講義の中で「ソーシャル・キャピ

タル」という言葉が出ましたが、まさに、受講者のみなさんが、住みやすい社会、子育てをしやすい環境をつくる大きな

力であることを確認した時間でした。 

 子育て支援者養成講座を受講したみなさんは、子育て支援にかかわるさまざまなニーズに応える重要な人材です。

グループワークで語られたみなさんの声は、すぐに地域の子育て支援に生かせるものばかり！！今回、3級課程を修了

するにあたり、2級課程の受講を希望されている方が多く、地域力ＵＰの希望の星であるみなさんのますますのご活躍

を期待するばかりです。今後とも、子育て支援者として、積極的な活動をおねがいします！ 

 講座終了後、わずかな時間を使い、サポステ主催の「子育て支援者交流会」を行いました。養成講座は、素敵な出会

いの場でもあります。この交流会は、受講をきっかけに知り合った仲間との交流はもちろん、実際に子育て支援活動を

されている人やサポステスタッフとの情報交換ができる「子育て支援者のしゃべり場」をつくろう！と、企画されたも 

のです。９名の受講者の方が参加され、お茶を飲みながら、3級

講座の実習の体験談、２級講座への疑問や不安、子育て支援

の実際など、いろいろな話をすることができました。  

 今後も3級課程の平日コースの後は、交流会を開催する予

定です。情報誌「すまいる」で開催日のご案内を掲載します。

すでに受講を終えていらっしゃる方も大歓迎！「受講はしたけ

れど、いま一歩、踏み出せない・・・」「子育て支援者として経験

談を伝えたい・・・」そんな方は、ぜひ交流会へご参加を！子育

て支援のしゃべり場にぜひご参加ください。 

受講者のみなさんのおはなしに感動! 

～思いを語るグループワーク～ 

～交流は地域力の絆づくり＊情報交換は大切です～ 
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わたしも 
 出来る！ 子育て支援は 

地域のチカラ 

ワ―イ！ 
 ワーイ！ 



区立保育園臨時職員登録者を随時募集しています 

＜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します。 

            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 
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すまいる掲示板 

ただいま  活動中!! みなさんの声 

あなたの「活動して良かったこと！・感動したこと！楽しかったこと！」 
みなさんの声をお寄せください。 80字以内。イニシャルで掲載します! 

        メールアドレス info@saposute.info まで 



-８- 

  集 後 記 編 

 猛烈な暑さが続いたかと思えば、急に涼しくなったり・・・。このところの天候は、変化が激しく体調を崩しがち。

熱中症対策はもちろんですが、冷房による体の冷え対策も肝心です。とくに、体温調節がうまくいかない乳幼児

にとって、急激な温度変化には気をつけたいものですね。 

 猛暑の気分転換(！？）に・・・と、「すまいる」も少し装いを変えてみました。みなさんに親しまれる情報誌をめ

ざして、お役立ち情報を発信していきます!! よろしくお願いいたします。 

（36号まで「すまいる」編集を担当していた山崎が当法人職員の退職により、今号から、非常勤職員の岡本侑

子・野邉まりこ が新しく担当をいたします。どうぞよろしくお願いいたします。） 

発行 子育て支援者活動サポートステーション 
（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）   
 
〒173-0005  東京都板橋区仲宿45-6 
         デイサービスおむすび内 

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 
 

編  集  発  行 

★ アンケートにお答えください ★ 

～板橋区子ども家庭支援センターからのお願いです～ 

 この度、板橋区子ども家庭支援センターでは、子育て支援者養成講座修了者の皆様の活動状況を

把握するとともに、養成講座カリキュラムおよびサポートステーションへのご意見を集め、今後の

事業見直しを検討するための資料作成を目的にアンケートを実施いたします。 

 アンケートは今後の養成講座カリキュラムや有償ボランティア登録要件の見直しに活用されます

ので、皆様の忌憚のないご意見をお寄せ下さい。またこのアンケートでサポートステーションの登

録継続の意思確認もさせていただきます。 

 回答は同封の返信用封筒で９月１０日までに投函をお願いたします。なお、アンケートの結果に

ついては今後の「すまいる」で報告させていただく予定です。 

アンケートへのご協力を何卒よろしくお願いいたします！ 
 

★子ども家庭支援センターからのお知らせ★ 
 平成２５年度の「ファミリー・サポート・センター援助会員登録説明会」と「育児支援ヘルパー講習会・
登録会」の日程が決まりました。詳細と申込については次号「すまいる３８号」でお知らせいたします。 
 

 ◆ファミリー・サポート・援助会員登録説明会   
       日時：平成２５年１１月 １日（金）１３：３０～１６：００  
       会場：グリーンホール２階スクエアー・Ｉ（あい）会議室 

 ◆育児支援ヘルパー講習会・登録会 
       日時：平成２５年１１月１５日（金） ９：１５～１６：３０ 
       会場：大原社会教育会館 


