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過ごしやすい季節になりました 

子どもたちと「秋みつけ！」しませんか 

子育て支援 活動レポート 

子育てサークル交流会 
スクールガードとして活動★内海さん 

いたばし子育て地域力・ひと 

児童館ボランティア 募集コーナー 

すまいる いんふぉ 

活動の場・地域開催の講座の ごあんない 

P2 

P4 

P5 

P6 

前号の「活動の場じょうほう」 
訂正のお知らせ 8月にお届けしました「活動の場じょうほう」に 

一部、記載の誤りがありました。お詫びして訂正させていただきます。 

「活動の場じょうほう」2013年8月号 6ページ 活動№16 山後育恵 家庭福祉員 
誤⇒iku.mama-aikomama@ezweb.ne.jp      正⇒ikue.mama-aikomama@ezweb.ne.jp 
☆連絡先(電話番号)を追加でご案内いたします。TEL＆FAX：5918-9501 

★ファミリー・サポート・センター事業・援助会員登録会のご案内 
★育児支援ヘルパー講習会・登録会を開催します 

P7 
～板橋区子ども家庭支援センターからのおしらせ～ 

★サポステ交流会のお知らせ（１０/２７） P8 
～みなさんお気軽にお越しください！子育て支援者活動サポートステーション交流会～ 
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特集１ 

子育て支援 活動レポート 

子育てサークル交流会 

 板橋区内の児童館、健康福祉センターなどで「すく すく ネット」というチ

ラシをご覧になった方はいませんか？これは『子育てサークル交流会』が発

行している、地域の子育てサークル・子育て支援団体が開催するイベント情

報などを載せた情報紙です。 

 子育てサークル交流会は、いたばしの子育てを応援する団体などでつく

る連絡会。月に1回第３金曜日に定例会を行い、各団体の交流、親睦を通して

子育ての環境を整備していくことを目的としています。 

 毎年11月3日に開催される「すくすくまつり」(東板橋公園)とは、子育て

サークル交流会が中心になって実行委員会形式で開催されているイベント

です。なんと、今年で25回目！を迎えます。 

 今回は「子育てサークル交流会」について、事務局の竹内さんに、会のこ

とを中心に、いたばしの子育て環境の変化などについて、いろいろとお話し

をうかがってみました。 

 

 

図書館など、区内施設で入手できる
「すく すく ネット」は、毎月発行です 

した。時代は、ちょうど高度成長期のまっただ中。経済的な発展は勢いを増す一方で、核家族化がすすみ、従来の地域

コミュニティが崩壊していく中で、子育て中の親の孤立や、子どもの遊び場の減少など、子育て中の親にとって育児

不安の傾向が表れてきました。同時に、青年期の子どもたちの問題行動(校内暴力など）も、世間で騒がれるようにな

り、子育て講座の必要性が求められるようになったようです。 

 板橋区の子育て講座が始まったころ、さまざまな子育ての自主サークルが立ち上がりました。そのほとんどは、現

役のママ＆お子さんたちで構成されるサークルでした。今では、当事者ではなく、私もそうですが、子育てが一段落し

た人や、お子さんがいる・いないが関係ない「子育て支援サークル」が多くなりましたね。私たちが、子育て真っ最中

の時代は、共同(グループ)保育の一面をもち、お互いに子どもの面倒をみあう「預け合い」が主流だったように思い

ます。いまでは、すこし状況が違う感じがしますね。 

子育てサークル交流会 
事務局の竹内雅子さん 

竹内さん： 社会的な背景としては、1980年代の前半、青少年の非行が戦後第３のピー

クといわれ、問題になりました。子どもたちの問題は、まず家庭教育が重要であるとい

う認識から、板橋区で保護者向けの「子育て講座」が開講されました。それが1982年の

ことです。主な内容は、妊産婦、０～３歳児の親を対象に、仲間づくりを考えながら、子

育てを学ぶものです。講座を通して、子育て通信「すくすく」の発行や、子育て講演会、

地域別講演会などが行われ、子育てサークル交流会も、この講座の中かから生まれま 

子育てサークル交流会は長い歴史をもつ会ですね 

行って・見て・聞いてみました！ 



竹内さん： そうですね。当時は、たくさんの子育て真っ最中のお母さん

たちがつくった自主サークルがありました。それぞれの地域で、それぞ

れのスタイルで活動しているサークルで、ぜひ交流しながら、いっしょに

情報を共有したり、地域の子育てを考えていきませんか？ということで、

子育てサークルが集う連絡会である「子育てサークル交流会」が立ち 

 

サークル間の交流が「すくすくまつり」へと発展したのですね 

パパ＆ママ、おじいちゃん、おばあちゃん・・・ 
子どもたちと沢山の人が集まる「すくすくまつり」 

上がりました。交流を深める中で、地域のネットワークのひとつのカタチとして「すくすくまつり」が企画されました。第

1回は板橋区平和公園で開催され、人形劇、模擬店、バザー、ゲームなどなどの出し物でにぎわいました。子どもたち

が楽しく遊ぶ姿を見ながら、誰もが気軽に参加できるイベントとして、大好評を得て、今に至ります。 

すくすくまつり 

今年も「すくすくまつり」が、11月3日(日・祝)に開催されます。今年はなんと25回目!!
すばらしいですね♪ 
りんりんちゃんも登場し、盛りあがること間違いなし！ 
当日の運営ボランティアさんを募集しています。 
模擬店・お子さま見守り・ゲームから着ぐるみまで・・・いろいろなお手伝いがありま
す！ぜひ、みなさまのお力をお待ちしています。 
 

当日ボランティアさんの ごあんない 
 

たくさんのお子さんたちが集まる「すくすくまつり」の運営のお手伝い
を大募集中です。 
 ■会場：板橋区東板橋公園（都営三田線「板橋区役所前」徒歩10分 
     (雨天の場合 隣接の金沢小学校体育館） 
   ■模擬店、ゲームの運営、お子さまの見守り、着ぐるみなど、ご希望 
  の活動をお手伝いください。 
  ※お子様連れの方の保育については、ご相談ください。 
 ■連絡先：事務局(竹内) ケータイ 080-5387-0295 
                                     メール takeuchi426@gmail.com 
   ※10/15頃までに ご連絡ください。 

で 

地域ボランティア活動を!! 

◆第25回 すくすく まつり◆ 
 

主催 
第25回すくすくまつり実行委員会 
 

共催 
子育てサークル交流会 / 板橋区 

竹内さん： 本当に、それは素敵ですよね。子育て支援を考えていらっしゃ

る方の多くは、子どもたちに関わりたいと思われたり、自分の子育て経験を

生かしたいという方が多いはずです。少子化はますます進んでいます。地

域の方々との交流が、お母さんたちにとって世界を広げるきかっけになる

と思います。そういう意味では子育て支援者の方々は貴重な社会資源。子

育て支援者さんが、自主サークルを作られて、それぞれのスタイルで楽しま

れてはいかがでしょう。サークル運営や情報交換は、子育てサークル交流

会がお手伝いできると思いますよ。 
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子育て支援者さんの自主サークルができると素敵ですね 

子どもたちとのふれあいが 
地域の力となり、あたたかい街づくりに! 
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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～！！ 
 

※保険料は 
 基本的なプランで 
 保険料は３００円～ 

スクールがードとして活動★内海光啓さん 

いたばし子育て地域力・ひと 

スクールガード  内海 光啓さん（板橋区高島平) 

 私は以前、地域の民生委員として活動していました。平成15年10月に、板橋

区では、板橋安全・安心パトロールがスタートし、まちぐるみの防犯体制が整備

されるようになりました。このころ自治会を通じて、子どもたちの下校時のパト

ロールとして高島第五小学校を中心とした地域を巡回してほしい、という依頼

を受けたのが、スクールガードとしての活動のはじまりです。 

 高度成長期を支えた一員として、現役時代の私は、ほぼ会社と家の往復だ

け、早朝に出かけ、夜中に帰宅。地域のコミュニティについては、関心すら持っ

ていませんでした。現役引退は平成9年。家で、何もすることが無く、「これから 

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★ 

どうしたらよいか・・・」と思案していたところで、民生委員のお話しをいただいたの

がきっかけとなり、第2の人生は地域活動への参加という、生きがいをいただきま

した。民生委員は平成9年に引退しましたが、現在もなかなか忙しい毎日を送って

います。 

 スクールガードとしての活動は、毎週火曜日に、3人1チームとなり、低学年の子

どもたちを校門で迎え、その後は、子どもたちの通学路である地域を中心に巡回

しています。長年続けていますと、ランドセルで隠れてしまうほど小さな体だった

子どもたちが、時を経て、私の背丈に追いつく勢いにまで成長する姿を目にする 

※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!! 

毎週火曜日に高島第五小学校にて。 
3人で巡回しています。内海さん(左)と
横尾さん、菊地さん。 

1年生の子どもたちをハイタッチでお迎
え。「おかえり～！タ～ッチ！」 

ことができるので、「あの子が、こんなに大きくなったんだ。立派に成長したなぁ～」と、とてもうれしくなりますね。我が子は

すっかり成人してしまいましたので、このように日々、子どもたちにふれあう時間は、とても楽しいことです。今、現役のお母

さん方は、仕事をもっていたり、忙しくされている方が多いようです。私たちのような、地域のマンパワーを生かしながら、顔

と顔を合わせ、安心できるまちづくりに、少しでもお役に立てば・・・と思っています。 

子育て支援だけに関わらず 
さまざまな『ボランティア活動』に対応している保険です。 
ぜひ、お入りください!! 



児童館ボランティ募集コーナー 
それぞれの施設に直接お電話で 

お問い合わせください。 

（日・月曜日及び10/15、11/5を除く） 

 

１ 中板橋児童館  幼児の行事のお手伝いをしていただける方、大募集！ 
■日時： ①１０月１０日(木) ②１０月１８日(金) ③１０月２５日（金）いずれも１０：００～１２：００  

■内容：①運動会（雨天順延） ②ハロウィン工作 ③くらふとタイム 各行事の補助や乳幼児の見守り  
■募集条件：１８歳以上の女性の方  ■その他：動きやすい服装、上履き、外履き(①のみ)   
■締切日：①１０月８日（火） ②１０月１７日(木) ③１０月２４日(木)いずれも１７：００   
■連絡先：中板橋児童館（中板橋１１－９） 担当：吉池 ℡ ３９６２-９４８５ 
 

２ 上板橋児童館  「幼児にこにこ運動会」のボランティアを募集します！ 
■日時： １０月１８日（金）８：４５～１２：００（時間応相談）   
■内容：近隣にある七軒家公園で行う幼児運動会の運営補助※雨天時は館内で実施   
■募集条件：１８歳以上の健康な方 ■その他：動きやすい服装、水分補給用品(水筒)、外履き、上履き(雨天時)  
■締切日：１０月１４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 
 

３ はすのみ児童館  ハッピーファミリー大運動会のボランティアさん大募集！ 
■日時： １０月２６日（土）９：３０～１２：００  
■内容：高島第六小学校体育館で行うﾊｯﾋﾟｰﾌｧﾐﾘｰ大運動会(児童館幼児運動会)の運営補助  
■募集条件：子どもが好きな高校生以上の女性の方  ■その他：動きやすい服装、上履き 
■締切日：１０月月２２日（火）１６：００  ■連絡先：はすのみ児童館（高島平１-５０-２）担当：小林 ℡ ３９３４－５９８０ 
 

４ 向原児童館  「かぼちゃ迷路」のボランティアさん大募集！ 
■日時： １０月３０日（水）・３１日(木)いずれも１４：３０～１７：００(１日でも可)   
■内容：迷路で行うゲームの補助と児童の見守り  
■募集条件：１８歳以上の女性で子どもに理解のある方 ■その他：動きやすい服装、上履き    
■締切日：１０月２５日（金）１７：００  ■連絡先：向原児童館（向原１-１８-５） 担当：小林 ℡ ３９７４-６７３６ 
 

５ 西徳児童館  幼児ハロウィンパーティのボランティアさん大募集！ 
■日時： １０月３１日（木）９：３０～１２：００  
■内容：館内で行う幼児ハロウィンパーティの運営補助、後片付け等 
■募集条件：１８歳以上の女性で子どもに理解のある方  ■その他：動きやすい服装、上履き   
■締切日：１０月１９日（土）１７：００  ■連絡先：西徳児童館（西台４-４-３７） 担当：中島 ℡ ３９３６－２４０９ 
 

６ 氷川児童館  子どもえんにちのボランティアさん大募集！ 
■日時： １１月７日（木）１３：００～１７：００  
■内容：子どもえんにちのお店屋さんのお手伝い ■募集条件：大学生以上の方  ■その他：動きやすい服装、
上履き ■締切日：１０月２４日（木）１７：００ ■連絡先：氷川児童館（氷川町２４-２） 担当：林 ℡ ３９６１－５７２３ 
 

７ 赤塚地区児童館  板橋農業まつり「児童館コーナー」のボランティアさん大募集！ 
■日時： １１月９日（土）１１：００～１６：１５・１１月１０日(日)９：４５～１５：４５（１日でも可、時間応相談）  
■内容：幼児、小・中学生対象の工作やゲームコーナーの受付や対応■会場：区立赤塚体育館  
■募集条件：高校生以上の学生  ■その他：汚れてもよい動きやすい服装、水筒、昼食(１０日のみ)、タオル   
■締切日：１１月７日（木）１７：００ ■連絡先：赤塚児童館（赤塚６-３８-１） 担当：大野 ℡ ３９３８－８８２１ 
 

８ 高島平児童館  おもちつき会のボランティアさん大募集！ 
■日時： １１月３０日(土)９：００～１７：００（時間応相談）   
■内容：午前の部は乳幼児親子、午後の部は小学生以上のおもちつき会です。お餅をちぎったり、配膳のお手伝い
をお願いします  ■募集条件：１８歳以上の女性の方    ■その他：動きやすい服装、上履き、エプロン、三角布 
※マニキュアは不可  ■締切日：１１月２２日（金）１７：００ 
■連絡先：高島平児童館（高島平３-１２-２８） 担当：金子℡ ３９７９-３８９４ 
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いんふぉ 
活動の場・地域開催の講座の 

ごあんない 

子育て支援者の方々の活動の場や、板橋区内で開催される子育て

関係のイベント情報などを掲載します。 

 

 

※掲載のご希望はサポステまで 

メール info@saposute.info 

           第25回 すくすくまつり(１１/３：東板橋公園） ボランティア募集 

 

特集記事でご案内しています。３ページにボランティア募集の内容が掲載されていますので、ご覧ください。 

           御用聞き ボランティアメンバー募集 ～さくら御用聞き～ 

 

光が丘でコミュニティカフェ「団地の縁側」を運営しています。 

◆こども付き添い募集◆  

共働きや妊娠中で困っているママさんがいます。保育園、幼稚園のお迎えをお手伝いして下さる方募集中です。 

◆こども見守り募集中◆  

共働きの子、行き場所のない子の集まる場所を作りたいです。 団地の縁側で子供を見守るボランティアさんを募

集中しています。 

《活動日/連絡先》 日時：随時／場所：光が丘団地 ／時間：随時  

連絡先：03-6904-2387 mail:info@goyo-kiki.com  団地の縁側 担当：古市 

Ｖｖ 

ボランティア募集! 

ボランティア募集! 
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            11月の親学・家庭教育講座「子どものための地域文化施設フル活用術！」 

 

成増社会教育会館で開催される親学・家庭教育講座への参加者を募集しています。 

■講座の時間はすべて10時00分～12時00分です。 ■費用：無料 

■講座内容：日時：場所 

Ｖｖ 講座案内 成増社会教育会館 

◇１１/ ２(土) 第1回 聞いてみよう！地域の文化施設を活用する子育て / 講師：増山均（早稲田大学教授）/ 

場所：成増社会教育会館  ※保育有(要申込) 

◇１１/ ３(祝日) 第２回 見つけよう！あなたのお気に入り文化施設 /  講師：エコポリスセンター、教育科学

館、郷土資料館、成増図書館各職員 /  場所：成増社会教育会館  ※保育有(要申込) 

◇１１/ ９(土) 第３回 行ってみよう！ボローニャ子ども絵本館 ＊絵本館の見学ができます＊絵本の読み聞か

せを上演いたします /  講師：いたばしボローニャ子ども絵本館、美術館各職員  この本大好きの会 /  

場所：いたばし総合ボランティアセンター  ※保育無(同伴可) 

◇１１/１０(日) 第４回 作ってみよう！いたばし地域文化マップ /  講師：増山均（早稲田大学教授） /  

場所：成増社会教育会館  ※保育有(希望者/要申込) 

■お申込み締め切り10月19日（土） 定員22名（子どもを含む)  

■参加ご希望の方は、申込手続きがありますので、成増社会教育会館 まで連絡 

  〒175-0094 板橋区成増1-12-4 E-mail：nsyakyo@city.itabashi.tokyo.jp） 

  ◆問合：成増社会教育会館 電話番号：3975-9706（第三月曜日は休館） 
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☆★子ども家庭支援センターからのおしらせ★☆ 

ファミリー・サポート・センター事業・援助会員登録会のご案内 
     一緒にお子さんのサポートをしませんか 
 ★援助会員登録会★ 日 時 平成２５年１１月１日（金）１３：３０～１６：００ 
【 場 所 】区立グリーンホール２階スクエアー・Ｉ（あい）会議室 

【 内 容 】ファミリー・サポート援助会員の登録及び活動内容の説明 

【 対 象 】板橋区内在住で、子育て支援者養成講座２級課程を修了した７０歳未満の心身ともに健康な方 

【 費 用 】無料 

【当日の持ち物】●２cm×２cmの顔写真（会員証添付用）１枚※胸から上の写真で、カラー・白黒いずれも可。 

       ●筆記用具、印鑑 

【申込締切】平成２５年１０月２５日（金）締め切り厳守 

【問合せ・申込先】子ども家庭支援センター TEL ３５７９－２６５６ 

   ～ファミリー・サポート・センター事業とは～ 

援助を受けたい区民（利用会員）と援助を行いたい区民（援助会員）の会員制による短時間の保育サービスです。 

～主な援助活動内容～ 

●一時的な保育 ●保育園、幼稚園、小学校、学童クラブへの送迎、及びその前後の保育。●塾やおけいこへの送迎  

●お母さんの病気、通院などの場合の預かり ●その他、子育て中のお母さんのリフレッシュのための預かりなど 

～援助活動場所～ 

   援助会員宅・利用会員宅・児童館等 

 

～登録できる方～ 

子育て支援者養成講座（２級）課程を修了された方で、自宅などでお子さんを預かれる方。板橋区在住の方。 

※９歳未満のお子さんをお持ちの方は一緒にみることはできません。※利用会員と援助会員を兼ねることはできません。 

※安心して活動できるように区が傷害保険に加入しています。 

 

育児支援ヘルパー講習会・登録会を開催します 

区内在住で出産予定日の１か月前から生後１歳未満の乳児のいる家庭に、家事や育児の手伝いに行ってくだ
さる方を募集します。 
子育て支援者養成講座２級課程修了者の中で、下記の講習会を受講された方が対象となります。 
講習会受講後「育児支援ヘルパー」として区に登録していただき、利用者からお手伝いの依頼があった際に、
近隣にお住まいの方から優先的に援助をお願いすることになります。 
 

★講習会★  日 時 平成２５年１１月１５日（金）９：１５～１６：３０  

【 場 所   】大原社会教育会館（板橋区大原町５－１８） 都営三田線「本蓮沼」駅 下車５分 

【 内 容   】午前：ヘルパーとしての心構えや支援内容など講義（第二集会室） 

                   午後：離乳食の調理実習（調理実習室） 

【 対 象 】板橋区内在住で、子育て支援者養成講座２級課程を修了した７０歳未満の心身ともに健康な方 

【 費 用 】無料 

【当日の持ち物】●３cm×２.５cmの顔写真（ヘルパー認定証用）１枚 ※胸から上の写真でカラー・白黒いずれも可。 

       ●エプロン、三角巾、ふきん、筆記用具、印鑑 

【申込締切】平成２５年１１月８日（金）【問合せ・申込先】子ども家庭支援センター TEL ３５７９－２６５６ 

  ～育児支援ヘルパー従事内容～ 
  ・支援内容：食事の支度、買い物、洗濯、掃除などの家事の補助や、沐浴・授乳などの育児の援助 

  ・時間帯：月曜日～金曜日 午前９時から午後５時まで（土・日・祝日・年末年始を除く） 

  ・援助時間：１件１日２時間から４時間までの範囲で利用者が希望する時間数 

  ・報  酬：１時間／１，２２０円 

料金（子ども１人１時間あたり） 
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  集 後 記 編 

 本来、7月に発行予定の「すまいる」でしたが、前号の37号は、子育て支援者養成講座3級講座の修了に合

わせて、発行を8月に変更しました。今号の38号は9月発行で、慌ただしく記事をまとめることになりました。 

 「すまいる」は、子育て支援活動に直接関係がなくても『子育て支援』に関わる情報であれば、できるだけ幅

広く積極的に取材して掲載していきたいと思っています。地域の子育て支援を知る情報誌として、お役にたてる

よう頑張ります！子育て支援に関わるお知り合いの方や、取材をご希望の団体をご存知でしたら、どうぞ、お気

軽にメール( info@saposute.info )でお知らせください。映画「踊る大捜査線」の言葉を借りて・・・「事件は現場

で起きているんだ！」をモットーに現場の取材させていただきたいと思っています♪(編集担当：岡本・野邉） 

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 

おもちゃは、身近なもので準備すればＯＫ！ わざわざ買い揃える必要はありません。 

今回は、色を塗って、切って、貼るだけ！ 誰でも簡単にできて、子どもたちも大喜びのおもちゃをつ

くってみます。(使用済み牛乳パックをよく洗って乾かしたものがあれば、お持ちください。なければ、

こちらでご用意したものを使います） 

また、簡単な手あそび歌もご紹介しますよ。保育スキルアップにぜひ、お役立て下さい!! 

 

講師：まちの保健室スマイルルーム室長 藤井純子氏 

★ サポステ交流会 ★ 

のおしらせ 

●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４ルーム（３階奥の部屋です) 
●参加費 無料 

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！ 

子育て支援者活動サポートステーション 

みなさんお気軽にお越しください！ 

mailto:info@saposute.info

