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夏、真っ盛り!! 

元気に乗り切りましょう 

～ボランティア、しよう！～ 

ボランティアさんの力は、 
  豊かな社会をつくる貴重な社会資源です P2 

P4 

子育て支援者養成講座(３級課程)交流会レポート P6 

夏の健康管理 熱中症に気をつけて!! 

すまいる ガイド：読み聞かせにオススメ＊大人気こぐまちゃんシリーズの『夏の本』 
 絵本「こぐまちゃんのみずあそび」 P6 

P8 

～暑い夏、健康一番!!～ 

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３回：社会におけるボランティアの役割 

子育て支援者養成システム運営協議会について 

ボランティア保険に加入しましょう/サポステからの連絡がメールで届きます P7 

P7 
子ども家庭支援センターからのお知らせ 

サポステからのお知らせ 

ぜひお越しください 

サポステ交流会 

9月12日（金） 13：30～ 

 時代の流れとともに、子育てのカタチも変化しているようです。いまどき

の子育て事情を知れば、理解が深まり、今のパパやママたちの気持ちに

寄り添えるかもしれません。ぜひ、子育て支援に役立ててください!!  

 今、子育ての分野で大活躍中のNPO法人 孫育て・ニッポン理事長/ 

NPO法人ファザーリング・ジャパン理事のぼうだあきこさんを特別講師とし

てお迎えする予定です。 

 いまどきの子育て 
 孫育て事情を知って 
 パパ・ママと賢く付き合おう!! 

板橋区立グリーンホール    

                      504会議室 
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特集１ 

ボランティアさんの力は、 
 豊かな社会をつくる貴重な社会資源です 

 養成講座を修了し、子育て支援者として登録をする際に、

いたばし総合ボランティアセンター（以後、「ボランティアセン

ター」と記載）の子育て支援のボランティアとして登録するか

否かを問う項目が設けられています。ボランティアセンター

は板橋区におけるボランティア活動を推進するために、さま

ざまな分野のボランティア活動をコーディネートしています

が、ここに登録された子育て支援者のみなさんは、ボラン

ティアセンターに依頼される子育て支援のボランティアさん

として重要な人材です。 

 ボランティアセンターに寄せられるボランティアの依頼は、

さまざまです。子育て支援ボランティアの場合は、板橋区内

の施設（学校、児童館など）、子育て支援活団体、支援を必要

とする個人の方などが、それぞれ必要な支援を希望してい

ます。 

 今回は、いたばし総合ボランティアセンターの篠原 恵所長

に、子育て支援ボランティアについて、お話を伺いました。 

インタビューに応じてくださった 

篠原 恵所長 
「いたばしボランティア・ＮＰＯガイド
ブック」に載っている似顔絵です。 

 子育て支援の場合でいえば、小中学校の総合的な学習の時間(福祉学

習など)で子どもたちに付き添ってくれる人、児童館で開催するイベント

を手伝ってくれる人、子育て支援団体の活動時に保育をしてくれる人、支

援が必要な子どもをサポートしてくれる人などをお願いしたい、という声

が寄せられています。 

 子育て支援の依頼が来ると、ボランティアセンターに登録している子

育て支援者さんに、ボランティアをしてもらえないか、センターの職員が、

ひとりひとりに連絡をします。すぐボランティアさんが決まることは少な

く、日程が合う人がいなくて、なかなか決まらない場合が多いです。 

 

ひとりひとりに声をかけています 

いたばし総合ボランティアセンターに 
行って・見て・聞いてみました！ 

「いたばし総合ボランティアセンター」は、

板橋区におけるボランティア及びNPOの自

主的・自発的な社会貢献活動を総合的に推

進・支援する中間支援組織です。区民、

NPO法人、板橋区社会福祉協議会、板橋区

の四者協働により設置・運営されています。 

 区民主体の運営委員会において、ボランテ 

ィアやNPO活動の推進施策を協議、検討す

るほか、センターの運営方針案、事業の計画 

いたばし総合ボランティアセンター いたばし総合ボランティアセンターについて 

立案、ネットワークの

構築などを行います。

区民提案のプロジェク

ト『いたばし学校』な

どで、区民の皆さまに

参加していただきなが

ら一緒にボランティ

ア・NPO活動を推進

していきます。 

～ボランティア、しよう!～ 

 ボランティアセンターは、支援を必要とする人（や団体）と支援をしたい人（や団体）をつなぐ、中継地のような役割

があります。支援を必要とする人（や団体）は、さまざまな事情によって、支援を望んでいます。 



 たくさんの方にボランティア依頼の声を掛けさせていただいた中で感じることは、ボランティア活動のはじめの一

歩は、とても勇気のいることなのではないか、ということです。これを物語る面白いエピソードを紹介します。 

 毎月５日に発行しているボランティア情報誌（詳細は、下記を参考）に、支援の必要のお子さんの保育園通園の付き

添いボランティアを募集したのですが、なかなか見つからず、情報誌掲載３カ月目にして、ようやくボランティアさん

が決まった、ということがありました。しかも、声をあげてくれたボランティアさんが三人も・・・。それぞれ、みなさんが、

同じ思いでいたそうです。「情報誌を見て、自分の家の近くで、ボランティア募集をしているな・・・。と思いながら、初

めてのことだし、なかなか自分から声をあげる勇気がなく、だれかほかの方が、やってくれるだろう・・・と思っていま

した。ところが、翌月も、その翌月も、同じ募集が載っていたのです。『まだ、見つかっていないのなら、、、私が』そう思

い、ボランティアセンターに連絡をしたのです。」結局、この時に声を上げた三人で、ひとりのお子さんをローテーショ

ンでサポートをすることになりました。このご縁で、三人のボランティアさんは親しくなり、「かけがえのご縁を結んで

もらった」そうです。 

掲載３カ月目にして結んだ絆 
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毎月発行する「ボランティア情報誌」も、ぜひ見てください！！ 

あなたの力が必要なのです 

 「自分の力が、どこかで役に立てば・・・」 

 ボランティアセンターにボランティア登録をされる人の動機はさまざまですが、「自分が何かの役に立ちたい」とい

う思いは共通しています。「だれかが、やってくれる、、、ではなく、自分がやってみる！」。この時、難しく考えず「とり

あえず、トライしてみる！」という、前向きな気持ちが大切です。ぜひ、トライしてください。必ず素晴らしい経験にな

り、ひとりひとりの可能性がグンとひろがっていくのを感じることができるのです!! 

 ぜひ、ボランティアセンターに来てください。ボランティア情報が入

手できるだけでなく、ボランティアに関する相談にものっています。 

 助けを求める人と、その声に力を貸してくれる人の出会いがある

からこそ、安心して暮らせる社会がつくられるのです。豊かな社会を

築くためには、社会を構成するひとりひとりの力が必要です。 

 『あなたの力が必要なのです!』 

 いたばし総合ボランティアセンターの情報誌「ボランティア情報」は、毎月５日

に発行されています。区の施設（図書館、体育館、区民事務所、健康福祉セン

ター、地域センター）などや、区内郵便局、都営三田線の各駅（板橋区内）、区内

ファミリーマートなどでも入手できます。（ボランティア情報誌に、入手場所が

載っています） 

 インターネットの環境がある方は、ぜひ、いたばし総合ボランティアセンター

のホームページをご覧ください！！ 

               http://www.ita-vc.or.jp 



特集２ ～暑い夏、健康一番!!～ 

夏の健康管理 
    熱中症に気をつけて!! 

 夏の天気予報で、４０度を超える温度を見ることが、当り前になりつつあります。体温調節がまだ整っていない乳

児や、暑い中、元気に走り回る子どもたちにとって、熱中症対策は、夏の時期には欠かせないものになっています。

そして、元気に子育て支援を行っていただくために、子育て支援者のみなさんにとっても、熱中症対策は大切です!! 

 今回は、環境省熱中症予防情報サイトの協力により、熱中症対策の情報をお届けします。元気に夏を乗り切るため

に・・・。熱中症にかからないように、くれぐれも気をつけてください!  

※「環境省熱中症予防情報サイト」（ http://www.wbgt.env.go.jp/）では、毎日の暑さ指数が分かり、熱中症対策に有効な情報

が掲載されています。ぜひ、ごらんください。 

-4- 

 ◆熱中症はどのようにして起こるのか？◆    出典：環境省熱中症予防情報サイト 

 熱中症を引き起こす条件は、「環境」と「からだ」と「行動」によるものが考えられます。 

環境 

行動 

・気温が高い 
・湿度がたかい 
・風が弱い 

・日差しが強い 
・閉め切った屋内 
・エアコンの無い部屋 

・急に暑くなった日 
・熱波の襲来 

・高齢者や乳幼児、肥満の方 
・糖尿病や精神疾患といった持病 
・低栄養状態 
・下痢やインフルエンザでの脱水状態 
・二日酔いや寝不足といった体調不良 

・激しい筋肉運動や、慣れない運動 
・長時間の屋内作業 
・水分補給できない状況 
・下痢やインフルエンザでの脱水状態 
・二日酔いや寝不足といった体調不良 

体温の上昇と調節機能のバランスが崩れると、どんどん身体に熱が溜まってしまいます。 
このような状態が熱中症です。 

からだ 



出典：「環境省熱中症環境保健マニュアル(2014年3月改訂版）」より 
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子育て支援者養成講座(３級課程) 

交流会レポート 

 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（６月１４日グリーンホール １階ホール）に、子育て

支援者交流会を行いました。すでに子育て支援者養成講座を受講された方も参加し、子育て支援の活動につい

て、さまざまな意見や情報が交わされました。 
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タイムス 

 今回、3級課程を修了されたみなさんは、２級受講への意欲を

持った方が多かったのが印象的でした。また、実際に子育て支

援の活動をしている方から、活動の紹介や、子育て支援の実際

について話をする機会があったので、より具体的に、支援につ

いてイメージができたかもしれません。 

 子育て支援者養成講座３級課程の講座終了日には、支援者さ

んの交流と情報交換の場として、「交流会」を開催します。ぜひ、 

ご参加ください。情報誌「すまいる」やサポステのホームページ（http://www.saposute.info）に、開催の情報

を掲載します。それぞれの活動の中で、感じたことを、交流会でお話しください。まだ、活動を始めていない方

にとっては、良い活動のきっかけになります。情報交換の場として有意義な機会です。 

読み聞かせにオススメ＊大人気こぐまちゃんシリーズの『夏の本』 

ガイド 
子育て支援に役立つ情報を 
お届けします 

こぐまちゃんのみずあそび 
 

■森 比左志 (著),わだ よしおみ (著), 

 わかやま けん (イラスト)  

■出版社 こぐま社 

■本体価格：８００円（税込 ８６４円） 

 

赤ちゃんから楽しめる大人気こぐまちゃんシリーズ。こぐまちゃんがお

庭で水遊び。じょうろやホースを使って、身体じゅう水を浴びて、気持ち 

よさそう。 お風呂で洗面器をかぶり、「しゃわーの おと ぱら ぱら ぱらん おもしろい」。読みながら水遊

び、わくわく楽しくて、涼しくなる（？）かわいいこぐまちゃんといっしょにあそびましょ！ 

          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 

募
集 
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板橋区子ども家庭支援センターより 

 子育て支援者養成システム運営協議会について 
 
  平成２６年６月２４日に「平成２６年度第１回子育て支援者養成システム運営協議会」が開催されま

した。本協議会は、板橋区における子育て支援者養成の方向性を定め、養成した人材を効率的に活

用し、地域における子育て力の強化を図ることを目的として設置されています。 

 今回は平成２１年度以来５年ぶりの開催となりました。平成１７年度から開始した養成講座ですが、約

９年も経過しますと当初計画していた養成システムにも様々な課題が生じています。例えば、平成２５

年度から養成講座の回数が減った事により、新規援助会員が減少しました。また、国が計画している

「子ども・子育て支援新制度」や「子育て支援員」といった制度を板橋区が実施している養成システ

ムにどのように反映させていくのかといった点などです。 

 協議会では学識経験者、区民委員、活動先の受託事業

者及び区職員が委員となり、現状の課題と社会情勢を踏

まえ、平成２７年度からの子育て支援者養成システムをど

のようにしていくかについて協議をしています。第１回は

今後の方向性について検討しましたが、第２回、第３回で

は、より具体的な事項について協議・検討します。第２回

は９月３日、第３回は１１月１９日に実施する予定です。今後

話し合われた内容については、随時情報誌を通じて皆様

にお伝えいたします。 

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、 

 
 
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 

info@saposute.info 

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、子育て支援だけで

なく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 

２４時までの1年間。いつからでもご加入

できます。 

あなたの「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 

サポステからの 
お知らせ 
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  集 後 記 編 

 梅雨前線による大雨や、大型台風が上陸したり、蒸し暑さだけでなく、心配な天候が続いています。子どもた

ちにとって長雨の季節は、大好きな外あそびが減ってしまいます。手遊びや、身体を動かしながら楽しめる室内

遊びをする機会が多いのではないでしょうか。 

 このところの夏は、『猛暑』続きで、日中は空調の効いた室内に居るほうが安全なようです。夏ならではの遊

びを楽しむには、熱中症対策は欠かせません。今回は、子どもたちだけでなく、支援者のみなさんの健康維持

に大事なことだと思い、熱中症対策を特集しました。こまめな水分補給と、環境の変化に気をつけて、楽しい夏

をお過ごしください。９月に行われる交流会を楽しみにしています。(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 
 

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、社会的な背景とともに、変化した子育てボランティアに

ついてお話しました。今回は、社会問題に対して、ボランティアがど

のように関わっているかをお話します。 

 少子高齢社会問題は、日本にとって大きな課題になっています。

これらの問題を解決するために、地域の中で自助、互助、共助、公

助を連携させ、それらをシステム化することで、地域福祉を推進し

なければならないという指針を国は持っています。これは新しい 

公共といえます。公共サービスは国だけが担うのではなく、民間企業や団体などの、さまざまな活動が、細分化され

たニーズに向けて、ネットワーク化して提供されていくことが必要になっています。 

 子育てであれば、社会全体で考えると、家庭や地域の人間関係が希薄化しているために、保育のニーズが拡大して

いるものの、制度的な環境は財政難で十分なサービスが提供できないため、ボランタリーな活動が求められています。

経済的余裕があれば、ベビーシッターなど商業サービスを利用すればいいですが、さまざまな理由で、商業サービス

が得られない場合、定額でも良質な子育て支援が、これらのニーズを満たしていくのです。トータルな支え合いの社

会が、今、求められています。 

 子どもたちの育ちには、文化的な環境も提供されるべきです。遊び場所、自然に触れる機会、文化的な活動を提供

するために、プレイパークや農村体験などを行う団体などが積極的に活動しています。板橋区では観光ボランティア

さんが小学生の郷土学習のお手伝いをしていて、子どもたちと一緒に地域を歩いているという姿を見ることがありま

す。子どもを取り巻く環境を、社会全体が支援する必要になってきたといえるでしょう。 

第３回：社会における 
       ボランティアの役割 

※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! 


