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みなさんのご縁をむすぶ

サポステ交流会を開催します

日時 １１月７日（土） １５時～１６時 場所：グリーンホール1階ホール

サポステ交流会は、子育て支援に関わっているみなさんの情報交換や交流を目的として開催しています。９月から
スタートする子育て支援員養成講座の最終日に開催しますので、すでに子育て支援をされている方は子育て支援
活動の先輩としてのお話をお聞かせください。ほかにも交流会では、新たな子育て支援者さん同士のご縁も結び
たいと思います。みなさんのご意見をうかがう機会にもなりますので、ぜひご参加ください。
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子どもたちのよくあるちょっとしたけがや
健康トラブルの対処法

サポステ研修会レポート

子どもの場合、発達によって身体機能が大きく変化するため、月齢ごとに注意する点が変わります。０歳児でも生

まれたばかりの赤ちゃんは、寝返りもまだ上手にできません。そのような時期は、かえって見守りしやすいように思え

ますが、この時期の赤ちゃんの発達は目覚ましく、ある時から急に寝返りができるようになったり、手足をバタバタさ

せて身体を移動することができるようになるので要注意です。ベッドやソファーからの転落、寝返りでうつぶせになり

身体を起せずに窒息することなどに配慮しなければなりません。ハイハイができるようになると、玄関や階段からの

転落、つかまり立ちができるようになると、椅子からの転落、浴槽への転落などにも気をつけなくてはなりません。

※サポステ研修会は、子育て支援の活動に役立つテーマを企画しています

サポステ研修会は、子育て支援活動が安全かつ円滑に行われるために、板橋区の子育て支援

員・子育て支援者の方々を対象として年2回開催しています。主に、保育技術のスキルアップ、保育

支援を求めている保護者の理解、子どもたちをとりまく環境や発達などをテーマに取り上げてい

ます。過去に実施した子育て支援者アンケートに記載されているご要望を参考に、子育て支援の

活動に役立つ内容を企画しています。今後も学びたい内容についてご希望がありましたらお知ら

せください。サポステ研修会の開催情報は『すまいる』やサポステのホームページ上に掲載します。

今後もぜひ、ふるってご参加ください。

見守りの目があっても、トラブルは起こる

猛暑が急に和らいだ去る8月30日(日曜日)、板橋区グリーンホール５０４会議室にて、子育て支援者・子育て支援員3

級/２級修了者を対象とした板橋区子育て支援員活動サポートステーション(略称：サポステ)主催の研修会を開催しま

した。今回は『子どもたちのよくあるちょっとしたけがや健康トラブルの対処法』をテーマに、板橋健康福祉センターの

保健師 佐藤恵美さんからお話をうかがいました。

講師 : 板橋健康福祉センター 保健師 佐藤恵美さん

日常において子育て支援に関わる中では、命にかかわる重大な

事故や病気に出合う機会はほとんどありませんが、ちょっとしたケ

ガや健康トラブルは、子どもと接することが多ければ多い人ほど、

遭遇することがあるでしょう。子どもと接する中で、事故や健康ト

ラブルを１００％防止することはできません。実際、子どもがケガを

した事故は、大人の目の前で発生するケースが多く、『子どもから

目を離さないように』していても、起きてしまうのが子どもの事故

なのです。こうしたことを踏まえて、万が一心配な状況になっても、

重大な結果につながらないように環境を整え、対処法を知ってお

くことが、安心の子育て支援につながります。子どもの安全・健康

に関する予備知識は大切なことです。

発達にあわせて変わるトラブル、頭部のケガは要注意

講座の風景

～実践的な内容が安心につながりました～



子どもたちは、上手に意思を伝えることができません。とくに、ま

だ言葉が話せない乳幼児の身体の状況は、大人がよく観察しなけ

ればなりません。そこで重要なのは『意識』の状態です。『いつもと

違う』という状態かどうかが観察のポイントになります。特に、乳幼

児は頭が身体に比べて大きく、転んだとき手で身体を受けづらい

ので、転倒して頭部を打ちやすく、頭部の打撲は重篤な経過をたど

ることもあるので注意・観察が大切になります。頭部を打った後の

＊対処法＊CASE① ～頭を打った～

●意識がおかしい

・機嫌が悪い ・顔色が悪い ・元気がない

・ウトウト眠る など

●繰り返し吐く、けいれん、打った部分がへこんで

いる、呼吸がおかしい(不規則・弱い など)

こんな時は、救急車を呼ぶ

子どもの様子をしっかり観察します(右図参照)。 頭部の場合、時間が経ってからでも重篤な状態になることがある

ので、打った直後だけでなく、少なくとも24時間はしっかりと、２～３日までの間は注意深く観察しましょう。

鼻血が出たら、上を向かないこと

子どもによくある健康トラブルのひとつである鼻血。子どもはよく鼻血を出します。昔は、鼻血が出たら鼻にティッ

シュなどで栓をして、鼻血が止まるまで上を向いていた人もいたでしょう。今では、鼻血の対処法は『上体を起こし

て、鼻の下部（一番膨らんでいる部分）を指でつまみ、鼻の奥に向かって１０分くらい圧迫する』方法をとっています。

ティッシュや綿で鼻に栓をした場合、鼻血が止まったからといってすぐに抜き取ろうとすると、かさぶたをはがしてし

まい、再び出血することがあるので、慌てて取らないようにします。栓をしない場合は、服が汚れないよう鼻の穴の

部分をタオルなどを当てて、鼻血が止まるのを待ちます。

これからの季節に気をつけたいノロウイルス、インフルエンザ

今年の夏は記録的な猛暑が続き、熱中症対策は欠かせないものでした。これから寒い季節に向けては、ノロウイ

ルスやインフルエンザなどの感染症の対策が大切になります。インフルエンザの場合は予防接種があるので、子ど

もたちだけでなく、周囲の大人も感染予防を心がけてください。ノロウイルスに代表されるウイルス性胃腸炎の場合

は、予防接種はありませんので、まずは、うがい・手洗いを励行して、身近に感染者が出た場合は、消毒をして感染を

拡げないことが大事です。風邪などの感染症は子どもからうつってしまうことも少なくありません。まずは、ご自分

の体の免疫力をしっかり保つことです。無理をして身体に負担をかけすぎず、ストレスを溜めず、気持ちの良い毎日

をお過ごしいただき、楽しい保育支援の活動をしてください。

ここに掲載しているものはごく一部で、日常よく遭遇するさまざまなケガや健康トラブルについて分かりやすく

説明していただき、非常に実践的な研修会となりました。なかでも盛り上がったのは、『低温やけど』です。冬の時期

はホットカーペット・使い捨てカイロ・電気毛布などを使用するご家庭も多く、低温やけどが多く発生します。皮膚の表

面が赤くなり、痛みを伴い、ひりひりします。子どもや高齢者では、体の表面の１０％以上をやけどすると生命の危険

があると判断します。とくに、赤ちゃんは身体が小さいので、身体に占めるやけどの範囲が広くなってしまうだけで

なく、皮膚が薄いので、ダメージを受けやすく、大人の注意が必要です。

この研修会は参加した皆さんが『良かった』との回答でした（うち『大変良かった』は７割）。質疑応答では、参加者

の皆さんがそれぞれ体験したことを出し合いながら、適切な対応はどういったものかを確認することもできました。

大切な子どもたちを預かる現場にいる方々にとって、ケガや健康トラブルは可能な限り防ぎたいものですが子育て

支援における『ヒヤリ・ハッと』は、どんなに注意をしていても起きてしまうのも事実。トラブルのないときにこそ予備

知識で備えておき、安心の子育て支援を続けるお守りにしてください。

実践的な内容でした！ ～研修後記～
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ガイド 子どもたちと
秋を楽しもう♪

日に日に秋めいて過ごしやすくなりました。公園や歩道には木の実や落ち葉を見つけることができます。子どもた

ちは、自然の素材をおもちゃにする天才！お散歩でちいさな秋を見つけて、楽しむためのヒントをご紹介します。

どんぐり
ガラガラ

ペットボトルやガチャポンの空き容器に

どんぐりを入れて、ビニールテープなど

でしっかり封をすれば、ガチャガチャの

出来上がり！

子どもが自分で見つけた木の実を入れ

て、手作り楽器を作ってみましょう。

落ち葉
コラージュ いろいろな形、いろいろな色の落ち葉

を使って、貼り絵を作ってみましょう。

長い葉っぱは耳。丸い葉っぱは顔、目

はちいさな木の実を使ってみたら・・・

うさぎさんができるかも！？

しぜんで工作しよう

・塩浦 信太郎 (著)

・岡田 邦明 (監修)

・岩崎書店

・1,500円+税

自然のものは、どれも

工作の素材にぴったり。

身の回りにある自然の素材を使った工作を紹介してい

ます。

子どもが自主的に取り組める遊びのヒントにもなるの

では？

木の実とともだち

・松岡 達英 (構成)

・下田 智美 (絵と文)

・偕成社

・1,500円+税

秋。山や野原や川原に

は、いろいろな実がな

っている。赤い実、青い実、ドングリ…。動物たちといっ

しょに木の実を採って、観察したり、食べたり、遊んだり

…。お話と図鑑がいっしょになった絵本。

東京駅や銀座、浅草といった定番エリアをめぐるコー

スや、神田古書店、巣鴨地蔵通りなどの小さな散歩

コースを51掲載。すべて実際に歩いて調べた超詳細

な地図で散歩がもっと楽しくなる一冊。

東京中心部の見所がひと目で分かるワイドマップ付き。

（成美堂出版の書籍紹介からの抜粋）

歩く東京散歩 ２０１６

・成美堂出版編集部

・成美堂出版

・900円+税

たまには、子育て支援者のお友だちと
散歩で健康づくり＆秋を楽しんでみては・・・
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ファミリー・サポート・センター事業・援助会員登録説明会のご案内

一緒にお子さんのサポートをしませんか

★援助会員登録説明会★
［ 日 時 ］ 平成２７年１１月２０日（金）１３：３０～１６：００

［ 場 所 ］ 区立グリーンホール４０２会議室

［ 内 容 ］ ファミリー・サポート・センター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、板橋区子育て支援員養成講座、または子育て支援者養成講座

２級課程を３年以内に修了した２０歳以上７０歳未満の心身ともに健康な方で、未登録の方

［ 費 用 ］ 無料

［当日の持ち物］ ●３cm×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(朱肉使用)

［申込締切］ 平成２７年１１月１３日（金）締め切り厳守

月曜日
～
金曜日

９：００～１７：００ ８００円

その他の時間 ９００円

土曜日～日曜日及び祝日 ９００円

年末年始(１２月２９日～１月３日) ９００円
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板橋区子育て支援員養成講座、または子育て支

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。

～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、あいキッズへの送迎、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～ ～料金（子ども１人１時間あたり）～
援助会員宅・利用会員宅・児童館等

～登録できる方～

板橋区孫育て講座のご案内

昨年度まで実施しておりました、養成講座３級・２級の中から、保育園長による講座と保健師による沐浴指導の内容を一部修正

して「孫育て講座」を今年度から実施することになりました。

修了された皆様におかれましては、一度学習した内容ではありますが、対象の方で復習されたい方は是非お申込み下さい。

また、周りで対象の方がいらっしゃいましたら是非ご案内をしてください。なお、１０月２４日の広報いたばしに掲載され、全区民

にお知らせをいたします。定員を超えた場合は抽選となりますので、あらかじめご了承をお願いします。

●９：３０～１１：３０ ［内容］ 講義・実技「孫とあそぼう」 ［講師］ 区立保育園長 ［場所］ 場所：グリーンホール６０１会議室

●１３：３０～１５：３０ ［内容］ 実習「沐浴実習」 ［講師］ 保健師 ［場所］ 板橋健康福祉センターまたは赤塚健康福祉センター

※午前の講義・実技が終わった後に、どちらかの健康福祉センターへ移動し実習を行います

［対象］孫等の世話に関わっている祖父母や、これから祖父母になる方など。［定員］３０名（区内在住の方を優先し抽選）

［費用］無料 ［申込・問合せ］ １１月９日（月）必着

往復はがきに ①板橋区孫育て講座申込②郵便番号・住所③氏名（ふりがな）④年齢⑤電話番号を明記のうえ、

子ども家庭支援センター(〒１７３－００１５ 栄町３６－１グリーンホール)まで

日 時 11月30日(月）
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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。
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。

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、10/13を除きます。）

１ 南板橋児童館 幼児クラブ運動会の補助をしてくださる方を募集します！
■日時 : １０月１６日（金） ９：００～１２：００ 雨天の場合は、南板橋児童館で実施します。

■内容 : 南板橋公園で行う幼児親子の運動会の会場準備、運営補助、片付けをお願いします。

■募集条件 : １８歳以上で子どもに理解のある方 ■その他 : 動きやすい服装、雨天時は上履きを持参してください。

■締切日 : １０月１５日（木）１７：００ ■連絡先 : 南板橋児童館（板橋１－３９－１） 担当 : 川里 ℡ ３９６３－４５１８

２ 赤塚児童館 幼児クラブ 「なかよし運動会」 の補助をしてくださる方を募集します！
■日時 : １０月２３日（金） ９：００～１２：００ ■内容 : 乳幼児対象で実施する運動会で、準備・使用物の搬出入・後片付け

のお手伝いをお願いします。 ■募集条件 : １８歳以上 で、健康で子どもに理解のある方。

■その他 : 動きやすい服装、運動靴、タオル、水分補給用品 ■締切日 : １０月１７日（土）１７：００

■連絡先 : 赤塚児童館（赤塚6-38-1） 担当 : 臼井 ℡ ３９３８－８８２１

３ 西徳児童館 幼児イベントのボランティアさんを募集します！
■日時 : １０月２９日（木）９：３０～１２：００ ■内容 : 行事『ハッピーハロウィン』の準備、

運営、後片付けのお手いをお願いします。 ■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 : １０月２１日（水）１７：００

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

４ 中板橋児童館 行事 「中板橋DEハロウィン」 のボランティアを募集します！
■日時 : １０月２９日（木） １０：００～１２：００（雨天中止） ■内容 : 乳幼児親子が仮装をして商店街を歩く際の安全管理、

行事の片づけをお願いします。 ■募集条件 : 18歳以上で子ども好きな方 ■その他 : 動きやすい服装

■締切日 : １０月２２日（木）１７：００ ■連絡先 : 中板橋児童館（中板橋11－９） 担当 : 金子 ℡ ３９６２－９４８５

５ 上板橋児童館 「マイスターかみいたハロウインフェスティバル」の運営補助をしてくださる方を
募集しています！

■日時 : １０月２９日（木） １０：００～１２：００ 雨天時は、常盤台地域センター・レクホールで実施します。

■内容 : マイスター上板橋（北口）商店街を乳幼児親子のグループが、順次歩きますので、その運営補助をお願いします。

■募集条件 : １８歳以上の女性でお子さんに理解のある方 ■その他 : 動きやすい服装。（仮装用のグッズがあればご

持参ください） ■締切日 : １０月２３日（金）１７：００

■連絡先：上板橋児童館（上板橋２－３－８） 担当 : 内田 ℡ ３９３３－６９７０

６ 氷川児童館 幼児活動 「ハロウィンごっこ」 のお手伝いをしてくださる方を
募集します！

■日時 : １０月３０日（金） １０：００～１２：００

■内容 : ハロウィンごっこの活動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、上履き、水分補給用品をお持ちください。 ■締切日 : １０月２３日（金）

■連絡先 : 氷川児童館（氷川町２４－２） 担当 : 長谷川 ℡ ３９６１－５７２３



蓮根保育園＊子どもが好きな方！園芸が好きな方！作り物が好きな方！お掃除が好きな方！募集

●日時 随時、募集しています（１時間・２時間の参加でも大丈夫です） ●内容 保育のお手伝い・保育環境整備

●募集条件 中学生以上で子どもが好きな方 ●その他 動きやすい服装・外履き・上履き ●締切日 なし

★連絡先（住所） 蓮根保育園（蓮根２－６－１５） 最寄駅：蓮根駅徒歩７分 ★連絡先（電話） ０３－３９６８－０６８７

★担当者 木村（きむら）

板橋保育園＊子どもが好きな方、大募集です！

●日時 ご都合のよろしい時間、いつでも大歓迎です ●内容 保育補助、清掃、ガーディニング、手芸、工作、ｅｔｃ

●募集条件 中学生以上で子どもが好きな方 ●その他 動きやすい服装、上履きを持参してください

●締切日 なし ★連絡先（住所） 板橋保育園（大和町３６-４） 最寄駅：板橋本町駅徒歩3分

★連絡先（電話） ０３－３９６１－４９６９ ★担当者 齋藤（さいとう）

仲宿保育園＊年長児クラスの午後の時間を一緒にすごしてくださる方募集

●日時 １３時１５分～１４時４５分の間(日にちは要相談) ●内容 年長児クラスの子ども達に絵本の読み聞かせや、一

緒に遊んでください ●募集条件 子どもの好きな方 ●その他 上履き

●締切日 平成２７年１２月１５日（火） ★連絡先（住所） 仲宿保育園（仲宿５２－９） 最寄駅：板橋区役所前駅徒歩１０分 ★連

絡先（電話） ０３－３９６１－８５７５ ★担当者 奥泉(おくいずみ）

志村橋保育園＊保育園の仕事を体験してみませんか

●日時 ９：００～１６：００（要相談） 随時受付け ●内容 保育のお手伝い ●募集条件 子どもが好きな方

●その他 動きやすい服装・上靴・(お弁当・水筒) ●締切日 なし

★連絡先（住所） 志村橋保育園（舟渡３－６－３） 最寄駅：蓮根駅徒歩１５分・浮間舟渡駅徒歩１５分

★連絡先（電話） ０３－３９６６－０２８６ ★担当者 大澤(おおさわ）

坂下三丁目保育園＊子どもたちと一緒に遊んでくれる方募集！

●日時 日時要相談 ●内容 主に３、４、５歳児の保育の補助をお願いします

●募集条件 １８歳以上で子どもが好きな方 ●その他 動きやすい服装、上履き、外履き ●締切日 随時受付

★連絡先（住所） 坂下三丁目保育園（坂下３－１４－６－１０１） 最寄駅：蓮根駅徒歩１０分

★連絡先（電話） ０３－３９６５－６２４１ ★担当者 村山（むらやま）

高島平つくし保育園＊子どもたちと一緒に遊んでみませんか

●日時 平日９：００～１７：００ 随時募集 ●内容 保育の補助及び保育準備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が好きな方 ●その他 動きやすい服装・上履き・外履き

●締切日 平成２８年２月末日 ★連絡先（住所） 高島平つくし保育園（高島平２－２６－３－１０１） 最寄駅：高島平駅徒歩１２分

★連絡先（電話） ０３ー３９３６－１３６０ ★担当者 安田（やすだ）

みなみ保育園＊子ども達とたくさん遊んでくださる方募集

●日時 要相談 ●内容 乳児・幼児の保育補助及び保育準備等をお願いします ●募集条件 １８歳以上で子どもの好

きな方 ●その他 動きやすい服装・上履き ●締切日 随時

★連絡先（住所） みなみ保育園（幸町３－１） 最寄駅：大山駅徒歩10分 ★連絡先（電話） ０３－３９７３－１３１１ (９：００～１６：３

０に連絡してください) ★担当者 佐々（さっさ）

-７-

保育園ボランティア
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



-８-

集 後 記編

８月に大きな台風が続けて到来したら急に涼しくなり、つづいて大雨、噴火、地震・・・、自然の力の前に人は無力だと思い

知らされることが多かったように思います。おいしい秋、読書の秋、芸術の秋。秋はその清々しい気候のおかげでいろいろな

ことができる時期ですね。『秋の夜長』ということで読書に励みたいのですが、すぐに睡魔に襲われてしまうのも過ごしやす

い気候のせいでしょうか・・・。夜に強い人間になりたいものの、年々、早起きばかりが得意になり・・・。(編集担当：岡本・野邉）

発行 子育て支援員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

紅梅保育園＊植栽ボランティアを募集しています

●日時 日時要相談 ●内容 植物の手入れが好きな方 ●募集条件 特にありません

●その他 動きやすい服装でお越しください ●締切日 特にありませんのでいつでも連絡ください

★連絡先（住所） 紅梅保育園（徳丸町６－２－１０） 最寄駅：東武練馬駅徒歩8分

★連絡先（電話） ０３－３９３４－６４８８ ★担当者 阿部(あべ）

高島平すみれ保育園＊子どもたちと遊んだり、保育のお手伝いをしていただける方をお待ちしています！

●日時 平日１０：００～１６：００ 随時募集 ●内容 保育準備や保育補助・室内清掃など ●募集条件 １８歳以上で子ど

もが好きな方 ●その他 動きやすい服装・上履き・運動靴・水筒・お弁当（一日いる方のみ）

●締切日 随時募集 ★連絡先（住所） 高島平すみれ保育園（高島平２－２８－６－１０１）最寄駅：高島平駅徒歩５分

★連絡先（電話） ０３－３９３６－１３７０ ★担当者 栗本(くりもと）

西前野保育園＊子どもたちと遊んでくれる方募集♪

●日時 ９：００～１７：００（要相談） ●内容 子どもたちと遊んだりお世話をお願いします

●募集条件 １８歳以上で子どもが好きな方 ●その他 動きやすい服装・上履き・外靴 ●締切日 平成２８年３月３１日ま

で 随時募集 ★連絡先（住所） 西前野保育園（前野町６－１０－７） 最寄駅：東上線上板橋駅(徒歩１０分)

★連絡先（電話） ０３－３９６５ー３１４４ ★担当者 石田(いしだ)

南前野保育園＊子ども達と遊んでくださる方お待ちしています！

●日時 随時 ●内容 遊びや散歩の補助、遊具・おもちゃの制作などのお手伝いをお願します

●募集条件 子どもが好きな方、縫いもの制作など手づくりが好きな方 ●その他 動きやすい服装・上履き・帽子

●締切日 なし ★連絡先（住所） 南前野保育園(板橋区前野町２－２３－１) 最寄駅:ときわ台駅(徒歩15分)

★連絡先（電話） ０３－３９６７－３８３０(連絡は１０：００～１６：３０にお掛けください) ★担当者 三邊（みなべ）

高島平もみじ保育園＊一緒にあそびましょう

●日時 平日９：００～１１：３０ ●内容 乳幼児保育のお手伝い、お掃除、作り物 ●募集条件 １８歳以上で子どもが好き

な方、作り物（紙・布・木工）が好きな方 ●その他 動きやすい服装、上履き・水筒 ●締切日 なし

★連絡先（住所） 高島平もみじ保育園（高島平３－１０－１－１０１） 最寄駅：新高島平駅徒歩5分

★連絡先（電話） ０３－３９７５－８４５４ (９：００～１７：３０でご連絡ください) ★担当者 高橋(たかはし）


