
 
 
●日時：2014年2月17日（月曜日)１３時３０分～１５時３０分 
●場所：板橋区グリーンホール１０１会議室 
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清瀬市のホームビジター派遣事業(NPO法人子育てネットワーク・ピッコロの取り組み）から学ぶ子育て支援の可能性 
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家庭訪問型子育て支援から考える親支援 

2月のサポステ研修会は平日に開催します☆くわしくはP6をご覧ください 

児童館ボランティア募集＆赤塚健康福祉センター「BCG接種会場」ボランティア募集 
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特集１ 

地域でつなぐ子育て支援の輪 
ハロウィンパーティーで世代間交流 

 地域のイベントもりだくさんの秋。10月31日はハロウィンパーティー

が、あちこちで開催されました。ハロウィンはいまや子どもだけのイベ

ントではなく、大人も仮装を楽しむようになっているそうです。 

 板橋区東新児童館では、同じ板橋区東新町にある地域のたまり場

「たまりば・とうしん」とタイアップしたハロウィンのイベントを開催しま

した。「たまりば・とうしん」を運営しているのはNPO法人 健やかネット

ワーク。おもに高齢者向けのコミュニティサロンを運営しています。 

「たまりば・とうしん」は、地域の人のたまり場として、また高齢者向け

サロン会場として、東新町の地域の方に開かれています。 

 この 「たまりば・とうしん」に、お化けに扮したかわいい子どもたち

が「いたずらしちゃうぞ～！！」と、やって来ました。さて、おじいちゃ

ん、おばあちゃんは、いかに・・・！？ 

 高齢者の方々、若いお母さん、かわいいお子さんが、ひとつのイベン

トを共にするとても温かい地域の取り組みです。 

石神井川沿いにあり、日当たりが良く 
ぽかぽかの東新児童館。 

 10月31日、今年のハロウィンは、雲ひとつない晴天に恵まれました。東新児童

館には、かぼちゃやおばけ、お姫さまやピーターパンなどに仮装したとてもかわ

いい子どもたちが、つぎつぎに来館しました。 

 月齢ごと、順番に児童館を出発し、徒歩５～６分かけて「たまりば・とうしん」へ。

すこし遠回りして、ゆっくりのんびり地域を散歩しながら向かいます。児童館の先

生方や、ボランティアの方々が中心となって、道中の安全管理をサポートしてい

ました。 

 お話をうかがったボランティアさんは、地域の民生委員さん。「いいですね。か

わいい子どもたちと触れ合う機会は、楽しいですよ。こうして地域で若いお母さ

ん方と交流できることは、とても大事なことです。すばらしい取り組みをされて

いますね。」と話してくれました。 

 温かな陽気の空の下で、気持ち良くなってきたころ、ご一行が「たまりば・とうしん」に到着しました。会場では、お

じいちゃん、おばあちゃんが、板橋区のキャラクターのりんりんちゃんのお面をかぶって、お迎えです。「いらっしゃ～

い！」「こんにちは！」「よく来たね～」元気な声が飛び交いました。 

月齢ごとにチームを組んで、いざ出発!! 

行って・見て・聞いてみました！ 

古代ケルト人の風習がはじまりとす

るお祭。 

亡くなった人がこの世に戻って来る

期間をキリスト教では10月31日～

11月2日とされており、日本のお盆

の行事に似ています。   

 ところが、ハロウィンの場合、悪

霊もやってくるということから、悪

霊を追い出すために、この世の人間

が魔物の格好をして防ぐという風習

から仮装が始まりました。 

今では、民間行事として 

子どもたちが仮装して、 

ご近所の家を訪ねてお菓 

子をもらう楽しいお祭り 

になっています。 

ハロウィンって？ 



 「たまりば・とうしん」にやってきたかわいいおばけちゃんたち。元

気な声で「いたずらしちゃうぞ～!!」。その声におじいちゃん、おばあ

ちゃんは「こわいよ～！助けて～!」とお返事。 

 その後「たまりば・とうしん」のみなさんのハンドベルの演奏がは

じまりました。ハンドベル演奏は桜川はつらつ教室木曜クラスに参加

している方々です。「どんぐりころころ」は子どもたちに、「ふるさと」

はお母さんたちに、それぞれプレゼントです。みんなで歌いながら、

きれいな音に耳をかたむけました。 

  

おじいちゃん、おばあちゃんが、ハンドベルのプレゼント!! 

お子さんに・・・そしてお母さんに、ハンドベルの
演奏をプレゼント!! 

せず、通り過ぎる人たち。都会化によって、失ったものは、地域の人たちの力で取り戻せることを、このイベントを通し

て感じます。このハロウィンパーティーは、さまざまなボランティアさんがサポートしていました。子どもたちが、地域

の方々に「こんにちは！」と、笑顔の挨拶を気軽にできる環境が、安心と安全を広げていくものなのでしょう。このよ

うな地域での取り組みに関心を寄せることも、子育て支援者として、大切なことだと思います。 

 ハンドベルの演奏に、子どもたちは、身体をゆらしながら踊っていました。

最後に「ありがとう～」おじいちゃん、おばあちゃんと握手をして、お別れで

す。子どもたちは、駆け寄って手を差し出します。おじいちゃん、おばあちゃん

の顔はみんな笑顔「ありがとうね～！」「また来てね～！」 

 子どもたちが帰った後、 「たまりば・とうしん」のみなさんは、「わたしたち

こそ、『ありがとう』ですよ、みんなかわいくて、本当に楽しかったわぁ～」と

素敵な笑顔で話されていました。 

 いまではすっかり貴重になってしまった地域での世代間交流のかたちが、

このハロウィンパーティーで見られました。同じ地域で暮らしながら、挨拶も 
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「ありがとう！」が響き合う地域の世代間交流 

ありがとう！と言いながら、おじ
いちゃん、おばあちゃんと握手。 

 今年度、児童館の近くに、地域に開かれたサロン「た

まりば・とうしん」が開設されたことを知りました。ハロ

ウィン行事のお声をかけさせていただいたところ、ご

快諾いただきました。地域の人たちとの交流を深めた

いという双方の思いが一致し、楽しいイベントを行うこ

とができました。ありがとうございました。 

 私たちは、今後も地域に根ざした児童館活動を進め

て参りますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

 ２００４年４月に区委託事業「桜川生きがい教室」がス

タートしてから何時かこの地に「たまり場」をとの思い

が、地域の方々のご支援により漸く実現しました。地域

に根付くように努めますのでよろしくお願いします。 

●東新児童館 井上富夫館長 

●ＮＰＯ法人健やかネットワーク理事 佐々木令三さん 

根本です！！思いもよらぬ展開から東新町に「たま

り場」が出来ちゃいました。今回の交流などで小地域

のつながりがより強くなれば良いですね。みなさん

ぶらっとお立ち寄りください。お待ちしています。 

●たまりば・とうしん 場長 根本健さん 

ハロウィンパーティーに寄せて… 



タイムス 

  10月27日日曜日、いたばし総合ボランティアセンターにてサポステ交

流会がありました。相次ぐ台風の到来のあと、久しぶりの清々しい青空の

日曜日ということもあり、スタッフを含め、参加者は7名という少人数の

会になりました。 

 講師は、板橋区内でまちの保健室「スマイルルーム」と、ハンディキャッ

プを持つお子さんと家族の会「ほんわかスマイル」を主宰している藤井

純子さん。「おもちゃは、身の周りにあるものが、いちばん子どもが喜ぶん

ですよ」。手作りおもちゃのほうが、ぬくもりがあって、世界で一つの宝物。

だから子どもたちに人気があるのかもしれません。 

 

～かんたん！牛乳パックでつくる 手づくりおもちゃ～ 
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サポステ交流会 がありました 

子育て支援者活動サポートステーション 

パックの底 
パックの底 

パックの底は
三角に折れ
ている状態 

①牛乳パックの上部を切り落
とします。 

②４つの角のうち２つ、対称と
なる角の部分をまっすぐ、パッ
クの底に向かって切ります。 

③切った角を開きます。 
パックの底が２つに折れ、まっ
すぐに開きます。 

④牛乳パックの横幅に合わせたイラ
スト。色を塗ってから、口の部分で２
つに切ります。 

⑤色を塗ってから、パックの上部に
顔の部分、パックの下部に口から下
の部分を貼って出来上がり。 

かえる、くま、うさぎ、ペンギン・・・などなど 
かわいいパクパク人形が出来ました!! 

 子育て支援のお話や、板橋区のあれこれ情報をはなしながら、楽しい手作りの時間になりました。また、子どもが喜

ぶ手遊び歌も教えていただき、保育に必須のスキルをいただけた有意義な時間になりました。 

～牛乳パック＊パクパク人形さんの作り方～ 



児童館ボランティア 

募集コーナー 

※各児童館に直接お問い合わせください  

 （日・月曜日及び11/23、12/24を除く） 
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１ 清水児童館＊「しみずまつり」のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱさん大募集！ 
■日時：１１月２８日（木）１０：００～１２：００または１４：３０～１７：００ 
■内容：午前は乳幼児親子、午後は小学生以上を対象としたおまつりです。お店の運営補助をお願いします。 
■募集条件：１８歳以上の女性の方(学生は男女とも可)     ■その他：動きやすい服装、上履き   
■締切日：１１月２１日（木）１７：００   ■連絡先：清水児童館（清水町７２-７） 担当：髙木 ℡ ３９６３－３３１３ 
 

２ 西徳児童館＊乳幼児の見守りﾎﾞﾗﾝﾃｨｱさんを募集します！ 
■日時：１２月１２日（木）９：３０～１２：００    
■内容：母親教室でお母さんが工作をしている間、乳幼児(０～３歳)の見守りサポートをお願いします。     
■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、エプロン  ■締切日：１２月７日（土）１７：００   
■連絡先：西徳児童館（西台４-４-３７） 担当：中島 ℡ ３９３６－２４０９ 
 

３ 成増南児童館＊乳幼児の見守りﾎﾞﾗﾝﾃｨｱさんを募集します！ 
■日時：１２月１３日（金）１０：００～１２：００   
■内容：母親教室でお母さんが工作をしている間、乳幼児(０～３歳)の見守りサポートをお願いします。        
■募集条件：短大生・大学生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、エプロン  ■締切日１２月１１日（水）１７：００ 
■連絡先：成増南児童館（成増１-１２-４） 担当：山田 ℡ ３９７５-９６９１ 
 

４ 高島平児童館＊乳幼児の見守りﾎﾞﾗﾝﾃｨｱさんを募集します！ 
■日時：１２月１７日(火）１０：００～１２：００    
■内容：母親教室でお母さんが工作をしている間、乳幼児(０～３歳)の自由遊びの見守りサポートをお願いします。   
■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     
■締切日：１２月１３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 
 

５ 上板橋児童館＊クリスマスお楽しみ会ボランティアを募集します。  
■日時：１２月１８日（水）１３：００～１７：００ ※時間は相談してください。 
■内容：小学生を対象としたクリスマスお楽しみ会を行います。子どもたちと一緒楽しみましょう。 
■募集条件：高校生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：１２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 
 

６ 赤塚児童館＊ １２月の工作タイム「ﾘｰｽのｷｰﾎﾙﾀﾞｰ」のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱさん募集！ 
■日時：１２月１８（水）・１９日（木）１５：００～１６：００   
■内容：クリスマスカラーのリースキーホルダー工作の準備や作成手伝い、片付けをお願いします。      
■募集条件：高校生以上の女性、１日でも可     ■その他：上履き   
■締切日１２月１３日（金）１７：００   ■連絡先：赤塚児童館（赤塚６-３８-１） 担当：大野・臼井 ℡ ３９３８-８８２１ 

ボランティア募集コーナー 

    赤塚健康福祉センター 「ＢＣＧ接種会場」でボランティアを募集します 

お子さんのＢＣＧ接種の際、お母さん方のお手伝いをしてくださるボランティアの方を募集します。 
■日時：水曜日午後１：３０～３：３０（月3 回実施） ※日程はお問い合わせください ■時間応相談 
■内容：お母さんの荷物を持ってもらう、赤ちゃんを抱っこしてもらう、上のお子さんをみてもらう、 
      順路の案内などをお願いしています。 
■募集条件：特になし    ■その他：動きやすい服装・エプロン 
■連絡先：赤塚健康福祉センター保健指導係■Tel ３９７９－０５１２ Fax ３９７９－０５８１ 



「そばにいて、支えてくれる…」 
 身近な地域のサポーター 
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特集２ 

清瀬市のホームビジター派遣事業(NPO法人子育てネットワーク・ピッコロの取り組み）から学ぶ子育て支援の可能性 

保護者の孤立化を防ぎ、地域のつながりをつくる 
家庭訪問型子育て支援 ホームスタートをご存知ですか？ 

行って・見て・聞いてみました！ 

 『ホームスタートの訪問活動』についてご存知ですか？ホームスタートとは、未就学児が１人でもいるご家庭を対象

に、研修を受けたボランティアがホームビジターとして訪問する「家庭訪問型子育て支援」です。子育て中に抱く不安

や心配など、保護者が誰かにサポートしてほしい時に、家庭を訪問し、傾聴（話を受け止め聞いたり）、協働（育児や家

事を一緒にしたり、出かける）等の活動をします。 

 お子さんの一時保育サービスであるファミリー・サポート・センター事業をはじめ、育児支援ヘルパー派遣制度など

を清瀬市から受託し、他の自治体に先駆けてさまざまな形態の子育て支援サービスを展開しているのが、NPO法人子

育てネットワーク・ピッコロさんです。このホームスタートの訪問活動を「ホームビジター派遣事業」として、子育て中の

保護者の方のサポートを行っています。 

 研修を受けたホームビジターが子育てに不安や困難を抱える家庭やひとり親家庭などに対し、育児や家事に関す

るサポートを一緒に行います。保育支援は、主に親御さんから一時的にお子さんをお預かりする形態ですが、ホーム

ビジターは、親御さんとお子さんをともにサポートするので、保育とは違ったやりがいや必要性を感じることが多い

そうです。2月に開催するサポステ研修会では、NPO法人子育てネットワーク・ピッコロさんをお招きし、ホームビジター

の実態を含めて、子育て支援活動の可能性と課題について、お話しをうかがう予定です。ぜひ、ご参加ください。 

板橋区子育て支援者活動サポートステーション＊サポステ研修会 

家庭訪問型子育て支援から考える親支援 
■講師：NPO法人子育てネットワーク・ピッコロ 理事長 小俣みどりさん 

 
●日時：2014年2月17日（月曜日)13時30分～15時３０分 
●場所：板橋区グリーンホール101会議室 

お母さんの「おねがい～！」、ひとり親の方の「助けてっ！」。家族のカタチが多様化する中、

子育て中の保護者の悩みや不安もさまざまです。保護者の声に耳を傾け、親としての成長を

ともに見守ってくれる助っ人が、地域でのつながりをつくり、子育て中の孤独感から解放して

いくものかもしれません。家庭訪問型子育て支援の活動を通して感じる、今の親御さんたちが

抱える問題、子育て環境の課題、支援の可能性などを、子育て支援者のみなさんとともに考

えてみたいと思います。 

2月のサポステ研修会は平日に開催します☆ぜひ、ご参加ください。 

サポステ研修会のおしらせ ２０１４年２月開催 
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読み聞かせにオススメ＊たのしくておいしそうな言葉あそびの絵本 

ガイド 

■原案：みね よう  ■作：さとうしのぶ 
■出版社 リーブル 
■本体価格：１,８００円（税込 １, ８９０円） 
 
最初に登場するのは、 
「あっちゃん あがつく あいすくりーむ」 
ページをめくるたびに、おいしそうな食べ物たちが歌ったり踊ったり。 
愉快な絵に、子どもたちはすぐに夢中！ 
「あ」から「ん」まで、濁音、半濁音も含めて６９音すべてが登場します。 
全１４０ページ。どこから読んでも、１ページだけ読んでも、楽しめます。 

イラストの美しさと、言葉あそびの楽しさを、読み聞かせを通していっ
しょに味わえる素敵な本です。 

子育て支援に役立つ情報を 
お届けします 

あっちゃんあがつく ―たべものあいうえお― 

「こんにちは赤ちゃん事業」子育てサポーターを募集します! 

こんにちは赤ちゃん事業は、出生通知票が

提出されていない生後約２か月の赤ちゃん

のいるご家庭を訪問する事業です。新たに

赤ちゃんを迎えたお母さんの不安や悩みに

耳を傾け、子育て支援情報を届け、適切な

サービス提供につないでいく活動をしてい

ただくことになります。訪問した時の様子

は、健康福祉センターの連絡会（月１回）で 

報告していただきます。 

 

 

◆応募条件 

①子育て支援者養成講座２級課程修了者 

②他の仕事(パート含む)をしていない方 

 （ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業・育児支援ﾍﾙﾊﾟｰ等は除く） 

③平成2６年4月から1年間活動できる方 

④毎月の連絡会および研修に参加できる方 

◆各健康福祉センター ２～３名程度 

◆ 年度毎の委託契約（4/1～翌年3/31） 

◆ 活動日・時間帯 :平日の9時～１７時 

◆ 支払に関すること 

訪問1件につき、1000円の支払い(交通費支給なし) 

◆ 普通傷害保険契約あり（訪問活動中） 

◆ 活動時使用する事務用品、訪問鞄は貸与 

募集内容の詳細について下記の日程で説明会を行います。 
説明会に参加した方のみ、ご応募いただけます。 
◆ 説明会は、下記のとおりです。（同じ内容）※事前に申し込みの上、ご参加ください。 
    平成２６年 １月２７日（月）１４時～1５時 会場：板橋区役所６階６０１会議室 
 
                      
 ◆面接日時（面接の上、採用を決定します。） 
   平成26年2月17日（月）午前・21日（金）午後 
   面接会場：板橋区保健所5階 女性健康支援センター 
   ※日時の詳細については、各自にお知らせする予定です。 
◆申し込み・問い合わせ先  板橋区健康生きがい部 健康推進課 健康サービス係 
   担当：髙橋・木下  電話（３５７９）２３１３ 
 

１月３１日（金）１０時～１１時  会場：板橋区役所6階６０１会議室  
                       
※申込期限 平成2６年１月1７日（金）まで 
  
 



-８- 

  集 後 記 編 

 ハロウィンパーティーの取材では、おじいさんやおばあさんたちが、赤ちゃんや幼いお子さんとの触れ合いを

心から喜んでいるお姿を目にしました。「かわいいね～。うれしいわぁ～」と、目じりを下げて、皆さん素敵な笑顔。

だれもが、愛らしい子どもたちに癒されるのですね。ここで子どもの持つ力を見たように思います。 

 子育て支援者のみなさんからも、子どもたちとの触れ合いを通して「元気になります」や「思わず笑顔になる

わ」というお声をたくさんいただいています。NPO法人子育てネットワーク・ピッコロでホームビジターとして活動し

ている方は「お母さんの笑顔がどんどん増えていくことにやりがいを感じます」とおっしゃっていました。さまざま

な子育て支援のカタチはありますが、どれも心の触れ合いを感じます。素敵ですね♪(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 
 

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。 原則80字以内。（８０字では足りない場合は、
どうぞご自由に綴ってください）イニシャルで掲載します! 

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

子育て支援者としてご活躍されている方から、素敵なメールをいただきましたので、
ここにご紹介します♪子育て支援者のみなさんは、すばらしい社会資源。子育て支
援者のお声が、みなさんの活動の力になります！どうぞ、素敵な声をお寄せ下さい。 


