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虫さされ対策にご留意を 

 8月から、おもに都立代々木公園等を訪れた方を中心に、海外渡航歴がないデング熱患

者が発生しています。 

 デング熱はウイルスに感染した患者から血を吸った蚊が媒介して、

他の人に感染が拡がる疾患です。今後は都内で感染拡大の可能性

は低いと考えられていますが、媒介蚊であるヒトスジシマカは10月下

旬まで活動するといわれます。外出時、とくに公園など木や草むらの

ある所へおでかけの際は、虫さされ防止薬を適切に使用するなど、

虫さされ対策を心がけましょう。 

児童館ボランティア 募集コーナー 



-２- 

特集１ 

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!! 

 ９月１２日、板橋区グリーンホールにて、子育て支援者活動サポートステーショ

ン主催のサポステ交流会が開催されました。支援者さんの間でもよく話題にあ

がる「今どきのお父さん、お母さんとの世代間ギャップ」や、時代とともに変化し

ている子育て事情・・・。いったい実際はどうなのか、ＮＰＯ法人孫育て・ニッポン理

事長で、 NPO法人ファザーリング・ジャパン理事でもあるぼうだあきこさんをお

招きして、お話を伺いました。さまざまなデータを使って、『今どき事情』を楽し

く教えてもらいました。 

 共働き世帯も1990年を境に増加の一途をたどり、今は共稼ぎ世帯は専

業主婦世帯の倍を超えるまでになっています。しかも、結婚、出産によって

リタイアした後に、復帰する再就職コースは減少傾向にあり、結婚や出産で

も仕事を辞めずに続けていく両立コースが増えています。その希望は、女

性よりも夫のほうが顕著であり、経済的な面で共働きが必要になっている

ことがうかがわれます。これは、年齢別正規雇用の労働者の年収が、年々

減少傾向にあることからも、明らかになっています。つまり、『働かざるを得

ない共稼ぎ世帯』が増えているのです。 

共働きが主流。育児の主役は母から、両親、または子育て支援サービスへ・・・ 

時代の変化をデータで考えてみる 

サポステ交流会レポート 

第1子の出生時の母の平均年齢は、昭和50年には25.7歳に対し、平成25年では母30.3歳となり、子どもを持つ年齢が

年々高くなっています。子守りや赤ちゃんに触れた経験がないまま大人になり、親になっていく今の若者の様子が時

代背景として分かってきます。さらに、高度成長期を皮切りにして、学歴主義によって家の手伝いより学業第一へと変

化してきたこと、また、工業技術の発展により、電化製品の普及、簡単便利志向へと変わり、家事能力が低くても生活

ができる世の中になったことで、家事能力、親能力に不安なケースが増えていると思われます。 

特別講師：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 

     ぼうだあきこさん 

ぼうださんは、大学生と中学生の男

の子を持つ、素敵なお母さん。 

赤ちゃんに触れないまま親になる新米パパやママたち 

 ２００６年にbenesse次世代研究所で調査したデータによると、子どものころか

ら今までに赤ちゃん（夫婦の子どもは除く)に身近に接したり世話をする機会が

あった割合は、妻で５２．８％、夫で４５．１％で、夫婦のうちで、約半数の人が、自分

の子どもの誕生までに、赤ちゃんに接する機会がないのが現状です。しかも、 

NPO法人 孫育て・ニッポン ホームページ  

http://www.magosodate-nippon.org/ 



 内閣府・男女共同参画社会に関する世論調査平成24年度

(2012)では、面白いデータがあります。「夫は外で働き、妻は

家庭を守るべき？」という質問に対して、2009年までは賛成

派が減少傾向に遭ったのに対し、2012年度は、41.3％→51.6％

へと上昇しました。専業主婦を望む人が増えているのです。こ

れは、日本の経済が安定しない中、労働条件は厳しいままの

中で、両立に疲れた人の声ではないかと推測されます。 

 一方で、産休の取得率は女性は８割を超えているのに対し、

男性はいまだ１割程度です。男性の家事率は上昇しているの

で、夫婦で協力し合いながら育児をするというかたちは増え

ていますが、妻の家事度は低下しており、現状として夫以外に 

 

本当は働きたくない？！ 
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も支援を必要としているケースが多いのではないかと思われます。家電の進化、外食産業の充実、惣菜など完成さ

れた食べ物が簡単に手に入る環境が充実しているため、結婚し、親になる前に、家事の経験がとても少ないことが

原因として考えられ、家事に四苦八苦する女性たちの悲鳴を感じざるを得ません。 

 結婚生活に入ってから、第1子出生までの期間別にみた出生数割合および平均同居期間の年次推移（結婚して

一緒に住んでから、第1子が生まれるまでの期間）は、昭和50年は１．６１年だったのに対し、平成23年は2.26年です。

平均初婚年齢は平成23年で男性30.7歳、女性２９．０歳と、年々遅くなっているために、祖父母にあたる人たちに

とって『まずは、子どもの結婚が遅い、孫はさらに遅い・・・』という状況が読み取れます。 

 孫の子育てを手助けした割合は、父方の母の支援は減少し、母方の母の支援が増えています。同居または近居

して支援してもらっている割合は、１２．２%、その予定がある人は6.8%で、実際に祖父母からの支援を受けている人

は２０％未満にとどまっています。 

社会が変わったことで、結婚のありかた、子育てのありか

たも、どんどん変わっています。 

孫・・・それは遠い存在。 

子育て情報、、、だれに頼っている？ 

 身近に支援してくれる祖父母がいない世帯のほうが

実際には多い中で、右の表は、子育ての情報は何に頼っ

ているかという調査結果(明治安田生活福祉研究所「第

7回結婚・出産に関する調査」)です。 

  若いお母さんは、インターネットで情報を入手しやす

い傾向にあることがわかります。驚くべきことに男性は、

どの世代（20代～40代）にも3位以内に「子育ての情報

収集はしていない」が入っています。つまり、家事の手

伝いは男性の参加が増えたものの、子育ての主役はや

はりお母さんであることが分かります。 

女性20代 女性30代 女性40代 

1
位 

2
位 

3
位 

自分の親 
37,5 

自分の親 
25,7 

ママ友 
27,3 

インターネット 
16.4 

ママ友 
24.7 

自分の親 
24.6 

ママ友 
13.2 

インターネット 
17.9 

配偶者 
14.8 

(単位：％) 
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選んでサポート、主役はママ？！ 

 家庭動向調査で、精神的にサポートの最も重要な支援提供者は、出産や育児で困った時の第1位が親、子の教育・

進路を決める時の相談の第1位は圧倒的に夫となっています。日常生活上の育児支援は祖父母から受けたいものの、

具体的な教育方針や進路については、祖父母に口を出してほしくないという状況が分かります。 

 以下のグラフは、調査回数にみた世話的サポート(短期的・突発的な世話）の最も重要な支援提供者の割合です。

夫に助けてもらう割合が増えているのと同時に、やはり親にサポートを求めている状況が分かります。 

 

孫は遠く、、、余命は長く、、、 

 晩婚化かつ、第1子出産年齢の上昇は、つまり『孫を迎える年齢が高くなる』ということです。少子化は深刻であり、

祖父母世代の方からみると、自分の兄弟姉妹の数より子どもの数が少なく、子どもの数より孫の数が少ないという状

態なのです。一方で、平均寿命は高く、仕事を離れたあと、亡くなるまでの期間である平均余命は上がっています。 

 孫を持つ年齢の高齢化、孫の人数減少、晩婚化・高齢出産のために、孫を待つ期間が長くなる一方で、できちゃった

婚の増加により、家族全員が赤ちゃんを迎える準備期間が短いケースも増えています。また、離婚、虐待、障がいによ

り、支援が必須となっている人も増えています。孫への関わりは増えていくことが予想されますが、トラブルも増える

可能性が大きいと言えます。 

地域の子どもは、地域の他孫（たまご） 

 今の子どもたちは、知っている大人といえば、園や学校の先生か、習い事の先生だけであることも多く、近所で顔

と名前を知っている大人との関わりが希薄になっています。電話はメールへと変わり、システム化され便利になった

社会は、他人と関わる機会を大きく奪っています。そのような中で、地域のおばさん、おじさんとの関わりが、子ども

の安全を守り、健やかな成長をサポートする大きな役割を担っているといえます。いろいろな家庭を知り、職業を知

り、自分の成長を喜んでくれる人、心配してくれる人、いざとなったら助けを求められる人の存在は、子どもにとって

はもちろんですが、親にとっても有り難く、大切な絆になるはずです。講師のぼうださんは、『地域の子どもは、地域

の他孫（たまご）、地域でたまごを育みましょう』と言います。『他孫（たまご）』…素敵な響きです。子育て支援者のみ

なさんは、他孫（たまご）を育てる大切な存在。「地域力」を意識して、支援活動をしてみてはいかがでしょう。 
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児童館 
 ボランティアコーナー 

１ 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を募集します！ 
■日時：１０月３０日（木） ９：００～１２：００ 
■内容：乳幼児のイベント「ハロウィンパーティ」の準備、運営、後片付けをお願いします。  
■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、上履き 
■締切日：１０月２３日（木） １７：００  
■連絡先：西徳児童館（西台４-４-３７） 担当：中島 ℡ ３９３６－２４０９ 
 

２ あずさわ児童館 「かえるちゃん親子なかよし運動会」 ボランティア募集 ！ 
■日時：１０月１０日(金) ９：３０～１２：００  ■内容：当日の準備やプログラムのお手伝い、後片付けをお願
いします。 
■募集条件：１８歳以上で子どもたちに明るく優しく接してくれる方  
■その他：上履き、飲み物。動きやすい服装で参加してください。 
■締切日：１０月８日（水）１７：００   
■連絡先：あずさわ児童館（小豆沢3-9-2-103） 担当：池上 ℡ ３９６６－２８２５ 
 

３ あずさわ児童館 「ハロウィンパーティ」 ボランティア募集！ 
■日時：１０月２５日(土)  9：30～17:00 9:30～12：00/13：00～17：00 ※半日のみでも構いません 
■内容：ハロウィンパーティはゴーストハウス(おばけめいろ)やカフェ、ゲームコーナーなど盛りだくさん
な内容です。当日の準備や各コーナーの手伝い、後片付け等をお願いします。 
■募集条件：１８歳以上で子どもたちに明るく優しく接してくれる方 ■締切日：１０月１８日(土) １７：００ 
■連絡先：あずさわ児童館（小豆沢3-9-2-103） 担当：室岡 ℡ ３９６６－２８２５ 
 

４ 東新児童館 「幼児クラブ合同運動会」 のボランティアを募集します！ 
■日時：１０月９日（木） １０：３０～１２：００  ■内容：乳幼児対象の運動会で競技補助をお願いします。 
■募集条件：１８歳以上の女性で、子どもに理解がある方。 ■その他：動きやすい服装で上履き持参でお
願いします。 
■締切日：１０月７日（火）１７：００   
■連絡先：東新児童館（東新町2-４3-5） 担当：千野 ℡ ３９７２－８０２０ 
 

５ 東新児童館 「幼児クラブハロウィンであそぼう」のボランティアを募集します！ 
■日時：１０月３０日（木） １０：００～１２：００    
■内容：乳幼児対象のハロウィン行事で、地域歩きの安全管理や引率補助をお願いします。  
■募集条件：１８歳以上の女性で、子どもに理解がある方。■その他：動きやすい服装でお願いします。 
■締切日：１０月２４日（金）１７：００      
■連絡先：東新児童館（東新町2-４3-5） 担当：田中 ℡ ３９７２－８０２０ 
 

６ はすのみ児童館 「親子で楽しく運動会！」 ボランティアを募集します！ 
■日時：１０月２５日（土）９：００～１３：００ 
■内容：児童館の幼児親子運動会の会場設営、競技の手伝い等（集合場所は、はすのみ児童館、会場は隣
の高島第六小学校体育館です。）   ■募集条件：１８才以上の女性の方  
■その他：動きやすい服装・上履き 
■締切日： １０月２１日（火）１７：００   
■連絡先：はすのみ児童館（高島平1-50-2） 担当：小林 ℡ ３９３４－５９８０ 

 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         
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タイムス 

子育て支援サロンレポート 
「Relax-sing♪」（リラクシング）の 
活動に参加しました! 

 板橋区社会福祉協議会 福祉の森サロンの登録サロンでもある、ママのス

トレス発散とリフレッシュのためのボイストレーニングサロン「Relax-sing♪」

（リラクシング）の活動にお邪魔しました。『ママが元気なら家族みんなが幸

せなはず…毎日が少しでもハッピーになれますように・・・』をコンセプトで、毎

月第1・３金曜日１０：００～１１：３０にボイストレーニングを行っています。 

 「Relax-sing♪」（リラクシング）を主宰している小林千芳さんは、ボイストレ

―ナーです。ご自身も、子育て真っ最中のママ。大きな声で歌って身体を動

かすと、心も身体もリフレッシュすることから、ママたちへのボイストレーニン

グを始めることにしたそうです。 

  

 取材の日は、板橋区徳丸にある生活クラブ保育園「ポム」（板橋区徳丸2-30-16 生活クラ

ブ館 徳丸２階）の『ぽむ・こそだてひろば』内での開催でした。 

 まずは、エクササイズからのストレッチ。身体を伸ばして、腹式呼吸すると、たちまち汗ば

んできます。会場には、お子さんが一緒にいるのでとてもにぎやか。子どもたちは、ママた

ちのまねをしたり、遊んだり・・・。ストレッチが終わると、歌がスタート。今回は、あの『アナと雪

の女王』で大人気になった『Let it go～ありのままで～』を歌いました。どんどんお腹から

声が出て、表現豊かに歌うママたちの顔は真剣そのもの。気分爽快です!! 

  「Relax-sing♪」（リラクシング）では、活動中に、お子さんを見守って下さるボランティア

さんを大募集しています！ 

板橋区社会福祉協議会福祉の森サロン登録「Relax-sing♪」（リラクシング） 代表：小林千芳  

連絡先：メール relax_sing_mam@yahoo.co.jp    ブログ  http://ameblo.jp/chihocchi28/ 
近日の活動日＊10月  3日10:00～11:30(きたのホール：第1和室） 
            10月17日10:00～11:30(下赤塚駅前集会所：第1和室） 

会場はたちまち満員御礼。元気な子どもたちの

声、ママたちのステキな歌声が響きます。 

７ 南板橋児童館  幼児クラブ運動会のボランティアさんを募集します！ 
■日時：１０月１７日（金）９：００～１２：００ 
■内容：南板橋公園で行う乳幼児向け運動会の準備・運営・後片付けのお手伝いをお願いします。雨
天の場合は、南板橋児童館内で実施します。 
■募集条件：子どもに理解のある１８歳以上の女性の方 ■その他：動きやすい服装、雨天時は上履き  
■締切日：１０月１５日（水）１７：００   
■連絡先：南板橋児童館（板橋1-39-1） 担当：中野  ℡ ３９６３－４５１８ 
 

８ 上板橋児童館  「めいろあそび」 のお手伝いをしてくださる方を大募集！ 
■日時：①１１月１８日（火） ②１１月１９日（水）、２０日（木） ①②とも９：３０～１７：００（半日でも可） 
■内容：①ビニールめいろの設営準備  ②めいろあそびの運営補助、後片付け。 
■募集条件：１８歳以上の健康で子ども好きな方  ■その他：動きやすい服装で汚れても大丈夫な
服装。上履き。   ■締切日１１月１５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 
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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９月３日に「平成２６年度第２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、主に養成システムの見直しを目的

として設置されております。そこで協議された内容を踏まえ新システムに

移行していく予定です。内容について前号（「すまいる」４３号）に引続きお

伝えいたします。 

 今回は、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（仮称）」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が協議されました。国の示す「子育て支援員（仮称）」は、全国共通のカ

リキュラムで他自治体との互換性があることが特徴です。 

 現時点での研修体系イメージは下図のとおりとなっております。 

 図の［共通研修＋地域保育コース＋α］をこれまでの3級・2級に代わる養成講座として現在検討を進

めております。講座内容が変更されてもこれまでに修了された方におかれましては、2級（3級）修了者と

して引続きサポートステーションに登録され、これまでと同じ活動をしていただけます。ただし、子育て

支援員（仮称）としての活動が可能なのか、あるいは免除要件があるのか等につきましては、今後国と

調整していく予定です。なお、第３回運営協議会は１１月１９日に実施する予定です。引続き決定した内容に

ついて「すまいる」を通じて皆様にお伝えいたします。 
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  集 後 記 編 

 夏の猛暑から、一気に秋めいてきました。今回、サポステ交流会では「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!!」というテーマで、とても面白い話を聞くことができました。時代は社会とともに変わり、

社会に属する人の物の考え方も変化していきます。『昔のほうが良かった』と、若者の価値観を批評するのではな

く、社会背景やそれぞれの環境、立場を考えて、寄り添っていくことが大切だと感じました。少子化は深刻です。若

者たちが、結婚し、子どもを産みたい、育てたいと思える社会にするために、子育て支援活動は大きな役割を持っ

ています。まずは、板橋区から・・・（笑)。子育て支援者のみなさんにとって、有意義で役に立つ情報を発信してまい

りますので、サポステ交流会・研修会へ、ぜひご参加ください!! (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 
 

ご希望の方に、メールで 
・「すまいる」発行のお知らせ 
・ホームページ更新のお知らせ 
・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 


