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淑徳短期大学教授 塩野敬祐先生のボランティアについて語ろう 

第2回：社会的背景と子育てボランティア 

児童館ボランティア 募集コーナー 

前号の「活動の場じょうほう」 
訂正のお知らせ すまいる41号(2014年3月発行)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。 
すまいる41号(2014年3月発行)  
８ページ上部「ボランティア保険に加入しましょう」いたばし総合ボランティアセンターの電話番号 
誤 ５９９４－４６０１ →  正 ５９４４－４６０１ 

～『遊び』は子どもの成長に大切な栄養です～ 

感覚統合から子どもの発達を考える 

子育て支援者交流会のお知らせ 

・「親子健康支援事業～乳幼児コース～」見守りボランティア募集 
・35歳検診ボランティア募集 
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特集１ 

～『遊び』は子どもの成長に大切な栄養です～ 

 感覚統合から  
    子どもの発達を考える 

 保護者はもちろん、日ごろから子どもに接する人にとって、子

どもの成長、発達を理解することは大切なことです。子ども一人

ひとりの発達を考え、適切に関わることは、子どもの健やかな成

長の基盤となるでしょう。今回は、2014年2月(3月)に開催された

感覚統合療法入門講習会（主催：NPO法人 す馬いる)に参加し、

子どもの発達を捉えるために大切な『感覚統合』と、子どもの

「遊び」の重要性をお伝えします。 

講習会参加レポート 

『遊び』が子どもの発達にとって大切な理由 

 子どもにとって「遊び」は、発達にかかせない重要な活動です。家の中で、公園で、自然の中で・・・、子どもたちは遊

びながら必要な経験をしていきます。この経験を脳機能との関連で捉えると「必要な感覚刺激の受容」と言い換える

ことができます。大人にとっての日常生活は、なんら特別なものと意識することはありません。しかし、子どもは、さま

ざまな活動を遊びながら経験し、必要な感覚刺激を脳が受容し統合した結果として、適切な反応や行動ができるよ

うになっているのです。この脳の働きを感覚統合といいます。 

 では、脳にとって必要な感覚刺激が受容できない状態とはどのような時に起こるのでしょうか。 

① 物理的・人的環境の問題 

 家から外出できない状態、さらに家の中でも十分な遊びが出来ず、人と関わる環境も制限されているような状況

です。この場合は、脳が必要な刺激を受容できる状態であるにもかかわらず、必要な遊びができないために、必要な

刺激が受容できない状態です。 

② 肢体不自由など運動障害があるために、能動的に遊びに展開できない状態 

 物理的・人的環境は、遊びを提供できる状況にありますが、運動障害があるために、遊びを行うことが出来ずに必

要な感覚刺激を十分に受容できない状態です。 

③ 物理的・人的環境もあり、子どもも能動的に遊んでいるにもかかわらず、遊びを通して経験できる感覚刺激を非

常に感じやすかったり、逆に非常に感じにくかったりすることで刺激の質や量が偏ってしまう状況 

 脳にとって適切な情報処理や感覚の統合が行えない状況です。 

 

 子どもの脳が必要としている感覚刺激を遊びの中から受容できるかどうかはとても重要であり、必要な刺激が遊

びを通して受容できている時に、子どもたちは最高の笑顔を見せてくれると、講師の石井先生は仰います。まだ、脳

も身体も発達過程にある子どもは、必要としている感覚刺激に対して個人差があるために、環境や刺激を提供する

大人の理解がとても大事であることが分かります。 



さまざまな刺激が栄養となり、子どもは発達・成長していく 
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 感覚統合という理論の中では、感覚刺激について大きく５つ

に分類されます。（右の図を参照) 視覚、聴覚、触覚の各刺激は

環境から受容し、前庭覚、固有受容覚の核刺激は運動にとも

なって、三半規管や筋肉から受容できる刺激です。 

  

 

 

 

 子どもに優しくなれる感覚統合 
  子どもの見方・発達の捉え方 

  著者：石井孝弘  ■学苑社 2,000円+税 

 

2014年2月に開催された感覚統合療法入門講習会の講師であり、ＮＰＯ法人

す馬いる の代表でもある帝京科学大学の石井孝弘教授が書かれた本です。 

感覚統合の視点から捉えた子どもの問題行動や発達の問題、子どもが受けるス

トレス、親の育てづらさの理解について、とても参考になります。 

  感覚統合について学びたい方は 

  日本感覚統合学会 http://www.si-japan.net/  

参考書籍 

①視覚刺激 

環境からの刺激が眼球（見ること）を通して、

脳に送られる刺激 

②聴覚刺激 

環境からの刺激は音（聴くこと）の刺激として

脳に送られる刺激 

③触覚刺激 

（能動的に触れるだけでなく、人に触れられる

など受動的に）手だけではなく、皮膚で受容

することから全身で感じることのできる刺激 

④前庭覚刺激 

地球上での自分の身体の位置を感じたり、ど

のように動いているのかを感じとる刺激 

⑤固有受容覚刺激 

人が何らかの運動をしたときに、筋や関節の

動きの情報となって脳へ送られる刺激 

 図Ａ：感覚統合の発達モデル（積み木の図） 

   参考：日本感覚統合学会講習会資料 

姿勢保持 

運動 

細かい手の動き 

言語のコミュニケーション 対人関係 

社会性 

ルール 

 図Ａは、感覚統合の発達モデル（積み木の図）です。積み上げられた積み木は下の土台となる５つの積み木の上に

2段目、3段目が積み上げられ、最終的に1番高いところに1個の積み木が積み上げられています。 

 これは、建物の構造と似ていて、強固な土台がしっかりできていれば、その上に建設される建物を支えることが

できるということが分かります。基礎となる５つの感覚が、きちんとした土台になるには、遊びを通して、さまざまな

刺激が提供されることであり、子どもの発達においてとても大切だということが分かります。「遊び」という、子ども

にとって快の状態の中で、さまざまな刺激を受けることで、子どもは心も身体も成長していきます。子どもの遊び場

が限られてしまいがちな都会では、自然遊びができる環境が少なく、公園の遊具も限られるため、「遊び」や「子ど

もの経験」に対して、大人が意識する必要があるようです。子育て支援者の方々にとって感覚統合は、子どもの遊び

の時間を共にする立場として大切な知識だと思います。 

固有 
受容覚 聴覚 前庭覚 触覚 視覚 
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ガイド 
守ろう!子どもの安全・事故防止 

「誤飲・誤嚥」編 

 子育て支援で最も大切な、子どもの安全管理。日本小児看護学会から発行されている「子どもの事故防止ノー

ト」から、子どもの事故防止に役立つ情報をお伝えします。今回は、食べもの・飲みもの以外の物をまちがって飲み

込んでしまうこと「誤飲（ごいん）・誤嚥（ごえん）」について。 

気をつけておきたい状況と、対策をお伝えします。      出典「子どもの事故防止ノート」日本小児看護学会 

ごいん    ごえん 

誤飲されることが多いもの 

・直径3.2 ㎝（５００円硬貨の直径は2.7 ㎝） 長さ5.7 ㎝以内の物 
・たばこ 
・コインや電池、医薬品、化粧品 
・石鹸、防虫剤 
・おもちゃ（特に小さなおもちゃ、おもちゃの部品） 
                           など 
 

注意していても・・・もしも何かを間違えて飲み込んでしまったら・・・。 

異物を飲み込んだ場合、吐かせて良い場合といけない場合があります。また、水や牛乳を、飲ませても

よい場合とダメな場合があります。 

飲み込んだものが何かによって対応方法は変わるので、それをもとにまずは電話でかかりつけ医か病

院に相談しましょう。  

 参 考：  

  【吐かせて良い場合】  
        ●以下のようなものを飲み込んだとき  

         たばこ・化粧水・防虫剤（ナフタリンや樟脳（しょうのう）など）など 

病院受診や相談の際には・・ 
『いつ』、『何を』、『どのくらい』 食べた（飲んだ）か が大事です。チェックしておきましょう。 
飲んでしまったものの残りや入っていた容器・箱を持って受診してください。 

【吐かせてはいけない場合（窒息したり食道を傷つけたり肺炎を起こす可能性があります。）】 
      ●意識がない場合  

      ●石油製品（灯油やガソリンなど）を飲み込んだとき  

      ●強酸性や強アルカリ性のもの（トイレ用の洗浄剤や漂白剤など）を飲み込んだとき  

      ●吐いたものに血液が混じっていたとき  

      ●針のようにとがったものを飲んだとき  

      ●揮発性のある化粧品（マニュキュアや除光液など）を飲み込んだとき  

 

  ＊窒息や呼吸困難を起こしている（顔色が悪く、ぜーぜーして苦しそうな）ときは  

   急いで救急車を呼んでください。 
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淑徳短期大学教授 塩野敬祐先生の 

ボランティアについて 
      語ろう 

 前回は、子育て分野のボランティア活動が生まれた歴史的な背

景をお話しました。今回は、現在の子育て支援について、ボラン

ティアという形がどのように展開されているかを考えてみます。 

 今日の社会の中では「公助」が幅広くいきわたり、自治体では保

育所等の整備が整い、子育て支援の制度も充実しています。しかし、

現状を見ると、子育てを完全に支援しているとはいえません。 

なぜならば、親が労働のために保育を必要とするケースだけではなく、子育て不安や、孤立した育児環境など、親の

子育て支援に対するニーズが多様化しているからです。これは、核家族化、少子化など時代背景が大きく影響してい

ることもあるでしょう。これらのニーズにこたえるには公助には限界があるため、民間レベル（全国一斉子育て・虐待

防止ホットラインやチャイルドラインなど）で支援活動が活発化し、市民レベルでは子育てサークルなどのコミュニ

ティが生まれ、助け合いの活動が展開されています。 

 これは時代に合った共助であるといえます。時代で変化する社会的背景に即して、子どもの命や安全を守るため

のボランティア活動です。今、地域の中で、自分の生活の周りに子育てに困っている親がいないか？子どもの命に危

険が及んでいないか？というアンテナを張っている人や団体が、それぞれの視点で問題を解決しようという志で、

ボランティア活動が幅広く展開されています。それらは、自発的な責任感や義務感によるものです。社会的に価値が

あり、道徳的にも他者のために自分を役立て貢献したいという、個人レベルでの自己実現としても、大きな意味を持

つものと言えるでしょう。 

第2回：社会的背景と 
        子育てボランティア 

※子育て支援者養成講座のボランティア論の講師である塩野先生から、連載でボランティアについてお話しいただきます。次号もお楽しみに! 

ご希望の方に、メールで「すまいる発行のお知らせ」や「イベン
ト情報」などを、送信させていただきます。 
ご希望の方は 受信を希望するメールをご使用いただき、 
   
    件名：サポステ情報送信希望 
  本文：お名前、修了課程（3級または2級）、 
     （お分かりになる方は）登録番号 
 
をご記入のうえ、 

info@saposute.info まで、 
メールをお送りください。 

サポステからの情報が 
         メールで届きます!! 

ご希望の方に 
ボランティア保険に 
加入しましょう 

ボランティア保険は、すべてのボランティ

ア活動に対して保障される保険です。 

保険期間は、4月1日０時～翌年3月31日２

４時までの1年間。 

あなたと、あなたに関わるお子さんの大

切な「お守り」になる保険です。 

ぜひ加入しましょう!! 

 保険料は基本的なプランで 
  保険料は３００円～ 

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：０３－５９４４－４６０１ 
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児童館ボランティア 
 

募集コーナー 
 

 児童館は、遊びを通して、健康で心豊かな子ども

たちを育てていくための施設です。 

 18歳未満の子どもたちが利用でき、児童館のルー

ルに合わせて好きな遊びを楽しむことができます。

ゲーム・工作・スポーツなどの日常的な遊びのほか、

いろいろなイベントも行っています。 

 児童館では、さまざまなシーンでボランティアの

みなさんの協力を求めています。 

１ 赤塚新町児童館 遊びのボランティア募集！ 
   カードゲーム遊び、ボール遊び、けん玉やコマなどの特技をもっている方、大歓迎です。 
 

■日時：火曜日～金曜日 １５：３０～１７：００   土曜日 １３：００～１７：００ 
■内容：小学生や中学生の遊び相手をお願いします。 
■募集条件：高校生以上で、子どもが大好きな方。ボランティアをしていただく前に面接に来られる方。 
■その他：動きやすい服装、上履きが必要です。 

■連絡先：赤塚新町児童館（赤塚新町2-12-1）担当：二宮 ℡ ３９７７－５１３０ 
 

２ 紅梅児童館「なつまつり」のボランティア募集！ 
 

■日時：７月９日（水） １０：００～１８：００（時間は応相談） 
■内容：午前は乳幼児向けのゲームや工作のお手伝い、午後は児童向けのゲームのお手伝いをお願いします。 
■募集条件：乳幼児および児童の活動に理解があり、ボランティア精神で活動してくださる18才以上の方 
■その他：動きやすい服装     ■締切日：６月２５日（水）１７：００  

■連絡先：紅梅児童館（徳丸6-2-10）担当：大金 ℡ ３９３４－６４７７ 
 

３ 西徳児童館 乳幼児の見守り/幼児イベントボランティアさん募集します！ 
 

■日時：①６月１８日（水）１３：００～１５：００  ②６月２５日（水）９：４５～１２：００   
        ③７月１０日（木）９：３０～１２：００ 
■内容：①②とも幼児クラブでの乳幼児の見守りをお願いします。 
        ③幼児夏まつりでの準備、運営、後片付けのお手伝いをお願いします。 
■募集条件：１８歳以上の女性の方で子どもに理解のある方    ■その他：動きやすい服装 
■締切日：①６月１０日（水）１７：００②６月１８日（水）１７：００③７月５日（金）１７：００ 

■連絡先：西徳児童館（西台４-４-３７）担当：中島 ℡ ３９３６－２４０９ 
 

４ 清水児童館  乳幼児の見守りボランティアさん募集！ 
 

■日時：火曜日～金曜日の１０：００～１２：００ 
■内容：乳幼児（０～３歳）の見守り及び幼児クラブの活動補助をお願いします。 
■募集条件：大学生以上の女性の方  ■その他：動きやすい服装、上履き   
■締切日：６月３１日（土）１７：００      

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

５ 板橋地区児童館交流ドッジボール大会の運営の補助ボランティアさん募集！ 
   板橋第九小の体育館でドッジボール大会を行います。運営の補助のお手伝いをお願いします。 
 

■日時：６月２８日（土） １３：００～１７：００  
■内容：会場の準備、子どもの身守り、会場の片づけ等 
■募集条件：１８歳以上、子どもに理解のある方 
■その他：動きやすい服装、上履き、飲み物持参  ■締切日：６月２４日（火）１８：００  

■連絡先：中板橋児童館（中板橋11-9）担当：赤荻（あかおぎ）吉池 ℡ ３９６２- ９４８５ 
 

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・月曜日を除く） 
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「親子健康支援事業～乳幼児コース～」 
           見守りボランティア募集！ 
 区内の児童館、健康福祉センター、０・１・２ひろばを会場に、専門医（小児科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、歯
科）のミニ講座を行い、子育てアドバイスを行う事業です。 

親子（保育なし）で参加する事業となっておりますが、歩き回ってしまうお子さんや兄弟で参加している

お子さんの見守りをしていただける方を募集します。 

各科専門医のミニ講座は季節に応じた内容となっており、最新情報をゲットできるチャンスともなります。

ご協力いただいた方には、当日講座の資料を差し上げます。 

◆日程・会場・時間（いずれも13時30分～14時45分） 

  ①５月２９日（木） 赤塚児童館（赤塚６－３８－１） 

  ②６月１９日（木） はすのみ児童館（高島平１－５０－２） 

  ③７月３１日（木） 志村健康福祉センター（蓮根２－５－５） 

  ④９月９日（火）  赤塚健康福祉センター（赤塚１－１０－１３） 

  ⑤１０月３日（金） 高島平児童館（高島平３－１２－２８） 

  ⑥１０月１７日（金） 子ども家庭支援センター 

        （栄町３６－１グリーンホール３階） 

  ⑦１１月６日（木） ゆりの木児童館（赤塚新町３－３２－１１－２０９） 

  ⑧１２月４日（木） 上板橋健康福祉センター（桜川３－１８－６） 

  ⑨１２月１８日（木） 弥生児童館（弥生１６－３） 

  ⑩１月２８日（水） 板橋健康福祉センター（大山東町３２－１５） 

  ⑪２月１９日（木） 志村児童館（志村２－１６－１１） 

 

◆ 内容  
歩き回ってしまうお子さんや兄弟
で参加しているお子さんの見守り 
◆ 募集条件   
１８歳以上の方で健康な方 
◆ 申込締切   
開催日前日まで 
 

◆ 問合せ先   
健康生きがい部 健康推進課  
健康サービス係 担当：山本  
電話（3579）2313 

 

板橋 
健康福祉センター 

上板橋 
健康福祉センター 

赤塚 
健康福祉センター 

志村 
健康福祉センター 

高島平 
健康福祉センター 

検査日 結果日 検査日 結果日 検査日 結果日 検査日 結果日 検査日 結果日 

6月23日 
（月）ＡＭ 

7月7日 
（月）ＰＭ 

6月18日 
（水）ＰＭ 

7月3日 
（木）ＰＭ 

6月20日 
（金）PM 

7月4日 
（金）PM 

6月14日
(土）AM 

6月28日
（土）AM 

6月17日
（火）ＰＭ 

7月1日 
（火）ＰＭ 

7月14日 
（月）ＡＭ 

7月28日 
（月）ＰＭ 

7月5日 
（土）ＡＭ 

7月26日 
（土）ＡＭ 

6月28日 
（土）AM 

7月12日 
（土）AM 

 7月3日
（木）PM 

7月17日
（木）PM 

7月15日
（火）ＰＭ 

7月29日
（火）ＰＭ 

8月4日 
（月）ＡＭ 

8月18日 
（月）ＰＭ 

8月27日 
（水）ＡＭ 

9月10日 
(水）ＰＭ 

8月1日 
（金）PM 

8月22日 
（金）PM 

7月24日
（木）PM 

 8月7日
（木）PM 

9月2日 
（火）ＰＭ 

9月16日
（火）ＰＭ 

9月6日 
（土）ＡＭ 

9月20日 
（土）ＡＭ 

9月27日 
（土）ＡＭ 

10月18日 
（土）ＡＭ 

9月5日 
（金）PM 

9月19日 
（金）PM 

9月11日
（木）AM 

9月25日
（木）AM 

9月20日
（土）ＡＭ 

10月4日
（土）ＡＭ 

10月6日 
（月）ＡＭ 

10月20日 
（月）ＰＭ 

10月10日 
(金）ＰＭ 

10月29日 
（水）ＰＭ 

10月3日 
(金）ＰＭ 

10月24日 
（金）ＰＭ 

10月16日
（木）PM 

10月30日
（木）PM 

10月28日
（火）ＰＭ 

11月11日
（火）ＰＭ 

大山東町32－15 

03－3579－2333 
三田線板橋区役所前駅徒
歩3分 
東上線大山駅徒歩8分 

桜川3－18－6 

03－3937－1041 
東上線上板橋駅徒歩8分 

赤塚1－10－13 

03－3979－0511 
東上線下赤塚駅徒歩5分 
有楽町線地下鉄赤塚駅徒
歩6分 

蓮根2－5－5 

03－3969－3836 
三田線蓮根駅徒歩6分 

高島平3－12－18 

03－3938－8621 
三田線高島平駅徒歩5分 
 

内容：受診中に赤ちゃんを抱っこしてもらう、お子さんの手をつないでもらう等。 
※検査日当日と結果日当日にお願いしています。 連絡先：各健康福祉センターまでお電話ください。 

「３５歳健診」ボランティア募集 お子様を連れて健診を受ける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 



-８- 

  集 後 記 編 

 子育て支援者養成講座3級課程の最終日、修了式の後に行われる「子育て支援者交流会」は主

に、3級を取得したばかりの子育て支援者さんが参加し、子育て支援の実際についての話や、区内の

子育て支援ボランティア活動についての情報交換を通して、支援者さん同士が知り合える楽しい場に

なっています。子育て支援者養成講座はすでに受講したけれど、久しく活動をしていない方にとっても、

この交流会は、活動へのきっかけとなるとても良い機会になると思い「すまいる」で情報を掲載しまし

た。そして、すでに活動をされている方もぜひご参加いただき、経験談やアドバイスなどをしていただ

けたらと思います。 どなたでも参加できますので、ぜひいらしてください!!                                      

                                   （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 
 

子育て支援者交流会のお知らせ 

子育て支援者の方々と知り合って 

      情報交換をしませんか？ 

子育て支援者養成講座3級課程の講座最終日の講

座終了後に、子育て支援者交流会を開いています。 

すでに子育て支援者養成講座を受講された方も参

加でき、気軽に情報を交換することもできる有意義

な場になっています。 

 

★とき：６月１４日 15時～16時20分 
★場所：グリーンホール １階ホール 
 

交流会の前は、子育て支援者養成講座3級課程
の修了式を行っています。講座終了後、そのま
ま同じ会場です。 

気軽に参加できる会です。お時間のある方はぜひ、直接会場にお越しください 

～こんな方にオススメ！～ 

★同じ子育て支援者の方々と知り合いたい方 

★すでに子育て支援者として活動をしている方 

★子育て支援者としての経験談などを、新しい支援

者の方々にアドバイスできる方 

★子育て支援者養成講座は受講したけれど、どんな

活動をしたら良いかまだ決まっていない方 

★活動のブランクがあるけれど、これから子育て支援

の活動を始めたいので情報を知りたい方 

★子育て支援者という同じ立場の人と情報交換をし

たい方 

支援者さんとの交流や子育て支援の情報交換で 

たのしくおしゃべり 
お気軽にお越しください♪ 


