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スキルアップ研修を受けてきました！

子育て支援ボランティア情報

P7
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

P7「３５歳健診」ボランティア募集

P8育児支援ヘルパー登録会・講習会を開催します

講師：子どものからだと心・連絡会議議長/日本体育大学 教授 野井 真吾先生

サポステアンケート報告①
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●現在の活動状況
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『子どものからだとこころ』

平成２８年３月に、子育て支援者２級修了者および子育て

支援員修了者を対象としたスキルアップ研修が３回にわたっ

て開催されました。その第３回目となる『子どものからだと

こころ』（３月２９日開催）に参加し、とても勉強になるお話を

聞くことが出来ましたので、ここでご紹介します。

保育・教育現場の先生たちが、最近増えていると実感された“子どものからだのおかしさ”について調査（「子どものから

だの調査」）した結果によると、ワースト１０（下表参照）に、どの学校段階にもランクされているものがあります。それは、「ア

レルギー」と「すぐに『疲れた』という」ことです。みなさんの中にも、子どもたちから「あ～疲れたぁ」「だるい～」などとい

う声を聞いたことがあるでしょうか？日ごろから多くの子どもたちと接している先生たちの実感は、「からだの調子があま

り良くない・・・」という子どもたちが増えているようなのです。子どもたちは果たして健康なのか？野井先生はこの疑問か

ら、今の子どもたちのからだと心の実態を研究されています。

「調子イマイチ・・・」な子どもたちが増えている

スキルアップ研修を

受けてきました！

講師：子どものからだと心・連絡会議議長
日本体育大学教授 野井真吾先生

体力診断テストの結果などを見ると、最近の子どもたちが特別に体力や運動能力が低下しているという数値は出てい

ません。ところが、「元気いっぱい、疲れ知らずの絶好調！」という感じではない・・・。このような“からだのおかしさ”につい

て探っていくと、ある原因が考えられました。「体力」は、大別して「身体的要素」と「精神的要素（意思、意欲、判断など）」に

分けられ、身体的要素は、さらに「防衛体力」と「行動体力」に分けられます。行動体力は、文字通り、からだを動かす力（筋

力、敏捷性、持久力、柔軟性など）で、持っている体力を外界へ向かって発揮するときに活躍するものです。一方、防衛体力

は、外界からの刺激に対して、からだの内部を一定に保とうとするときに活躍するもので、いわゆる自律神経系、免疫系、

ホルモン系などを指します。どうやら、子どもたちに増えている「すぐ『疲れた』という」や「アレルギー」などの症状は、防衛

体力に問題があり、「自律神経の乱れと大脳前頭葉の不活発の２つの原因に集中している」と野井先生は言います。

表：「最近増えている」という“からだのおかしさ”の実感・ワースト10
「新版・からだの“おかしさ”を科学する～すこやかな子どもへ６つの提案～」野井真吾著 P.20より抜粋



時代の変化に伴い、子どもたちをとりまく環境はどんどん変化して

います。からだをたくさん使う遊びが減り、脳ばかりを刺激する（ゲー

ムなど）遊びの増加、照明器具やテレビ視聴などにより、昼夜を問わ

ずに受ける光刺激や電磁波の影響で、睡眠を促すメラトニン代謝が抑

制されて生活のリズムを乱し、自律神経系の発達不全・不調等を引き

起こしているのではないかと考えられています。また、からだと心を

たくさん動かすことが大切な子どもたちにとって、偏った生活・行動環

境は、健やかな発達を妨げる恐れがあるのです。

-３-

「光・暗闇・外遊び」「ワクワク！ドキドキ！」のすすめ

「自律神経の不調は生活リズムの乱れによるものが大きい」と言う野井先生は、自律神経を整えるために「光・暗闇・外遊

び」を提唱されています。昼間、太陽の光を浴びて、からだをたくさん動かす外遊びをすれば、お腹も空き、きちんとご飯を食

べて、からだも程よく疲れます。夜にできるだけ光刺激を抑えれば、メラトニンがきちんと分泌されて、早寝になるのは自然の

こと。早寝になれば、早起きして、ちゃんと朝ご飯も食べられます。

一方、“心のおかしさ”ともいえる前頭葉機能の問題も、意識的に働きかけていく必要があると、野井先生は言います。背景

として、早期教育の激化の現状や、しつけ教育、道徳教育に関する議論とも無関係ではありません。子どもの発達には順番が

あり、人間は誰もが「不活発（そわそわ）型」から出発し、子どもらしい“興奮”の時期を経ることで、興奮過程の成長とともに抑

制過程も育ち、大人になっていきます。たくさんの経験や刺激によってからだと心を動かして成長していく子どもたちにとっ

て、理屈やマニュアルで教え込むことが優先されるべきことなのでしょうか。現在、子どもたちが置かれた環境は、常に大人

たちの目があったり、制限・制約（公園の遊具が減ったり、ボール遊び禁止など）があったりで、いたずらはもちろん、ワクワク、

ドキドキする機会はなかなか持てません。心のよりどころである脳の前頭葉は、何か夢中になること（ワクワク、ドキドキするこ

と）、つまり、面倒くさいことを通して鍛えられ、発達していきます。たくさんのワクドキ体験が、「ヒト」という動物を「人間」と

いう存在に進化させるのです。

子どもたちが成長しようとするからだと心を信じて、多くの刺激や多様な経験をさせる環境を整えるのは、大人の役目で

す。それは、単に環境だけでなく、子どもたちを見守る目、支える心が備わることが大切。そのためにも、このような研修会で

知識を得ることが、私たち大人も成長する機会になるのでしょう。野井先生、貴重なお話をありがとうございました。

子どもの健やかな成長を思う参加者の皆さんにとって

学ぶことの多い時間になりました

●こどものからだと心がわかる本● 野井真吾先生の本を一部紹介します。ぜひ読んでみてください！

からだの“おかしさ”を
科学する―すこやか
な子どもへ6つの提案

かもがわ出版
￥1,600-＋税

子どもの体温と健康
の話: 免疫力や体力
を高めるからだづくり

芽ばえ社
￥1,000-＋税

子どものケガをとこ
とんからだで考える

旬報社
￥1,400＋税



子育て支援ボランティア募集情報 ～貴方のサポートを待っています～

● 板橋保育園～ボランティアしてくださる方、大募集です～
【日時】いつでもＯＫ【内容】保育補助･環境設定･清掃･園芸･手芸･読み聞かせなど、何でもかまいません【募集条件】中学生以上の子ど

もが大好きな方【締切日】やれる日があったらご連絡ください【連絡先(住所)】大和町３６－４ ※最寄駅：板橋本町駅徒歩３分【連絡先

(電話)】３９６１－４９６９【担当者】齋藤(さいとう）

● 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)】幸町３－１※最寄駅：大山駅徒歩１０分【連絡先(電話)】３９７３－１３１１※９：

００～１６：３０に連絡してください【担当者】佐々(さっさ）

● 志村橋保育園～子ども好きの方…大歓迎！～
【日時】随時９：００～１６：０(要相談)【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･上履き･(お

弁当)【締切日】随時【連絡先(住所)】舟渡３－６－３※最寄駅：浮間舟渡駅徒歩１５分【連絡先(電話)】３９６６－０２８６【担当者】

大澤(おおさわ)

● 蓮根保育園～子どもたちと一緒に遊んでくださる方、作り物が好きな方！募集～
【日時】随時、募集しています(１～２時間の参加も可）【内容】保育のお手伝い･保育環境整備【募集条件】中学生以上 【その他】動き

やすい服装･外履き･上履き【締切日】特にありません【連絡先(住所)】蓮根２－６－１５※最寄駅：蓮根駅徒歩７分【連絡先(電話)】３９

６８－０６８７【担当者】木村(きむら)

● 高島平すみれ保育園～子どもたちと一緒に遊んだり、保育のお手伝いをしてくださる方をお待ちしています！～
【日時】随時１０：００～１６：００【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【連絡先(住所)】高島平２－２８－６－１０１※最寄駅：高

島平駅徒歩５分【連絡先(電話)】３９３６ー１３７０【担当者】栗本(くりもと)

● 高島平つくし保育園～子どもたちと一緒に遊んでくれる方、保育のお手伝いをしてくださる方…お待ちしています！～
【日時】随時 平日９：００～１７：００(要相談)【内容】子どもたちと一緒に遊んだり、保育の補助や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･運動靴･水筒･お弁当(一日いる方のみ)【締

切日】随時受付【連絡先(住所)】高島平２－２６－３－１０１※最寄駅：高島平駅徒歩１２分【連絡先(電話)】３９３６－１３６０【担当

者】安田(やすだ)

区立保育園

私立保育園・小規模保育施設

● キッズタウン向原保育園～保育園の仕事を経験してみませんか～
【日時】９：００～１６：００(要相談)【内容】保育補助、環境整備【募集条件】保育に興味のある方【その他】動きやすい服装【締切

日】随時【連絡先(住所)】向原３－７－７※最寄駅:小竹向原徒歩８分【連絡先(電話)５９１７－０７５２【担当者】寺地・稲葉

● 社会福祉法人有隣社福祉会 風の子保育園～乳幼児の保育のお手伝いをして下さる方を募集しています！ ～
【日時】要相談【内容】乳幼児の保育の補助をお願いします【募集条件】１８才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【締切日】随時【連絡先(住所)】仲町１４－１５※最寄駅：大山駅又は中板橋駅徒歩８分【連絡先(電話)】３９５６－４４３３

※恐れ入りますが９：００～１７：００におかけください【担当者】鈴木 敦美(すずき あつみ)

● キンダーナーサリー上板橋 小規模保育園～子どもたちと一緒に公園で遊んでくれる大人のお友達募集！！～
【日時】平成２８年５月中(日時要相談)【内容】午前中の戸外遊びの引率(９：４５～１０：４５くらい)【募集条件】子どもが大好きで保

育施設での就労をご検討中の方【その他】動きやすい服（ジャージ等）、運動靴【締切日】希望日の一週間前まで【連絡先(住所)】上板橋

２－３－８－２階【連絡先(電話)】６９０６－９７７５【担当者】田口

-４-



-５-

● キンダーナーサリー中板橋 小規模保育園～子どもたちと一緒に遊んでいただける方、保育のお手伝いをしていただける方募集！～

【日時】１０：００～１７：００(日時要相談)【内容】保育補助、室内清掃など【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･運動靴【締切日】随時【連絡先(住所)】中板橋１９－６ダイアパレス中板橋１０１【連絡先(電話)】５３７５－０１

２５【担当者】角

● キンダーナーサリー成増園 ～子ども好きの方募集～
【日時】Ｈ２８．５月～６月くらい(日時要相談)【内容】散歩引率、掃除、保育補助などお願いします【募集条件】１８歳以上で子ども好き

な方、保育士資格取得中など【その他】動きやすい服（ジャージなど）、運動靴【締切日】希望日1週間前【連絡先(住所)】赤塚３－１６－

２－１F【連絡先(電話)】３９７５－２１１７【担当者】田中

● 敬隣保育園 ～夏季の乳幼児保育のお手伝いをしていただける方の募集～
【日時】月曜日～金曜日 ８：３０～１６：３０(※その他、応相談)【内容】保育補助及び雑務【募集条件】１８歳以上６０歳未満【締切

日】随時【連絡先(住所)】本町１９－４【連絡先(電話)】 ３９６１－３９１２【担当者】園長 本田

● たつの子保育園 ～早番の保育補助をしてくださる方募集！～
【日時】毎週土曜日(お休みの希望もOK)…午前７：３０～１０：３０【内容】子どものお世話と保育室の片付け【募集条件】１８歳以上で、

子どもが好きな方【連絡先(住所)】常盤台３－２５－１０ ※最寄駅：上板橋駅・ときわ台駅徒歩１０分【連絡先(電話)】 ３９６０－２０

３９ ※９：００～１７：００におかけください【担当者】山口房子

● わかたけ第二保育園 ～笑顔いっぱい元気な子ども達と一緒に遊びませんか？～
【日時】応相談【内容】園児と一緒にお散歩に出かけたり、園内で遊ぶお手伝いをお願いします【募集条件】子どもが好きな方【連絡先(住

所)】新河岸１－３－５ ※最寄駅：高島平駅 最寄バス停：新河岸都営住宅入口【連絡先(電話)】 ３９３５－１３５４【担当者】堀江

家庭福祉員

● 飯塚まさみ【連絡先(住所)】大和町３８－９（最寄駅：板橋本町駅）～一緒に遊んでくださる方 募集～
【日時】平日の都合の良い日９：４５～１１：４５【内容】１歳児の散歩や遊びの見守りや補助をお願いします【募集条件】子供が好きな

方、女性の方【その他】動きやすい服装で来てください【締切日】随時【連絡先(電話)】３９６２－３８７７【担当者】飯塚

● 大場あや子【連絡先(住所)】大和町６－９－１０１《ぽっぽの家》（最寄駅：板橋本町駅）～一緒にあそんでくださる方 募集～
【日時】要相談【内容】お散歩や制作のお手伝いをお願いします！【募集条件】子どもが好きであそぶことが好きな方【その他】動きやすい

服装、外履き【締切日】随時【連絡先(電話)】６９１５－５３１３【担当者】大場

● 笹木純子【連絡先(住所)】前野町６－４８－２（最寄駅：ときわ台駅・上板橋駅）～子どもたちとふれあってみませんか？～

【日時】要相談【内容】お散歩の補助や食事の介助など活動のお手伝いをお願いします【募集条件】子どもが好きな方、このような仕事に興

味がある方、女性の方【その他】動きやすい服装【締切日】随時【連絡先(電話)】０９０－２３１５－９７３０【担当者】笹木

● 中田直美【連絡先(住所)】桜川３－１９－４ （最寄駅：上板橋駅）～０，１，２歳児とふれあいたい方～
【日時】午前中の１～２時間(都合の良い日で大丈夫です)【内容】福祉員と一緒に子どもたちとお散歩や部屋あそび【募集条件】子どもとふ

れあいたい方(資格はいりません)【その他】子どもの人数は３名です お気軽にご連絡ください お待ちしています【締切日】無し【連絡先

(電話)】５９２０－００２５【担当者】中田

● 濱田ゆかり【連絡先(住所)】小茂根１－８－１２ （最寄駅：小竹向原駅）～一緒に室内遊び！お散歩！してくださる方、募集♡～

【日時】平日１０：００～１１：３０または１６：００～１８：００【内容】１，２歳児と室内遊び、お散歩の補助をお願いします【募集条

件】子育て経験者、子ども好きな女性の方、歓迎いたします【その他】動きやすい服装、エプロン着用【締切日】随時前日の１７：００まで

【連絡先(電話)】３９５８ー９９３０※恐れ入りますが１６：００以降でお願いします【担当者】濱田

● 堀江けい子【連絡先(住所)】志村１－１９－２０(最寄駅：志村坂上駅）～一緒にお散歩してくださる方～
【日時】月・金曜日９：３０～１１：００(どちらかでも可)【内容】０歳児か２歳児のお散歩の補助をお願いします【募集条件】子どもが好

きな方【その他】動きやすい服装【締切日】ありません。いつでも大歓迎【連絡先(電話)】０８０－５０８６－４６４２ ※恐れ入りますが

１５時以降におかけください【担当者】堀江

● 山室晴代【連絡先(住所)】赤塚１－１－３ (最寄駅：下赤塚駅)～一緒にお散歩や公園で遊んでくださる方 募集!～
【日時】毎日１０～１２時（月～金）【内容】全般的な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【締切日】特に無し【連絡先(電話)】０９０－６１５２－３８８８ ３９７５－００８６【担当者】山室
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子育て応援児童館 CAP’S 
ボランティア募集コーナー

１ CAP’Sはすのみ 「草むしり」 のお手伝いをしてくださる方を募集しています！
■日時：６月６日（月）～10月31日（月） 月～金 ９：００～正午の間で、２時間位から都合のつく時間

■内容：児童館敷地内の「草むしり」のお手伝いをお願いします。

■募集条件：１８歳以上で健康な方

■その他：汚れても良い服装。 日程を調整しますので事前にご連絡ください。

■締切日：１０月まで随時

■連絡先：CAP’Sはすのみ（児童館）〈高島平1-50-2〉 担当：佐藤 ℡ 3934-5980

２ CAP’S上板橋 乳幼児の活動の準備と乳幼児の見守りを募集しています！
■日時：６月６日（月）～６月３０日（木）１０：００～１１：３０、１３：００～１７：００ （土・日・祝日を除く）

■内容：乳幼児の活動の準備、片付けと乳幼児の見守り補助。

■募集条件：１８歳以上で子どもに理解のある方

■その他：汚れても良い服装。上履きをご持参ください。 ■締切日：６月２４日（金）１７：００まで

■連絡先：CAP’S上板橋（児童館）〈上板橋２‐３-８〉 担当：内田 ℡ 3933-6970

３ CAP’S西徳 乳幼児の見守りボランティアさんを募集します！
■日時：６月１６日（木）９：３０～１２：００

■内容：乳幼児活動で職員と一緒に乳幼児の見守りをお願いします。

■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：６/１０日(金)１７：００ まで

■連絡先：CAP’S西徳（児童館）〈西台４-４-３７〉 担当：中島 ℡ 3936-2409

４ CAP’S志村 ファーストバースデーのお手伝いをしてくださる方を募集します！
■日時：６月３０日（木） １０：００～１１：３０

■内容：０歳クラスのお誕生会の準備や手形、足形をとる等のお手伝いをお願いします。

■募集条件：１８歳以上で子どもに理解のある方

■その他：汚れても良い服装 ■締切日：６月２７日（月）１７：００まで

■連絡先：CAP’S志村（児童館）〈志村2-16-11〉 担当：下川 ℡ 3969-5881

５ CAP’Sあずさわ たなばた夏まつりのお手伝いをしてくださる方を募集しています！
■日時：７月７日（木） ９：００～１２：００

■内容：乳幼児親子を対象にした活動です。コーナー遊びをお願いします。

■募集条件：１８歳以上で子どもに理解のある方

■その他：汚れても良い服装

■締切日：６月３０日（木）１７：００ まで

■連絡先：CAP’Sあずさわ（児童館）〈小豆沢３－９－２－１０３〉 担当：川西 ℡ 3966-2825

平成２８年４月より、板橋区立児童館は、乳幼児親子を主な対象とし

て、子育て支援機能を強化し２６児童館で再編スタートしました。愛

称は、「CAP’S」です。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。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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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

★援助会員登録会★
【日時】 平成２８年７月２２日（金）１３：３０～１６：００

【場所】 グリーンホール５０４会議室（板橋区栄町３６－１）

【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「子育て支援者養成講座２級課程（修了後３年以内）」もしくは「板橋区子育て支援員養成講座」

を修了した２０歳以上７０歳未満の心身ともに健康な方で、自宅などでお子さんを預かれる方。

【費用】 無料

【当日の持ち物】 ●タテ３.５cm×ヨコ２.５cm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。 ※顔写真の裏面に氏名を書いて下さい。

●筆記用具、印鑑（シャチハタ不可）

【申込締切】平成２８年７月１５日（金）締切厳守

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

※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 ●保護者の病気、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～

≪お問合せ・申込先≫子ども家庭支援センター

TEL ３５７９－２６５６

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

上板橋
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

6/20（月）
ＡＭ

7/4（月）
ＰＭ

6/17(金）
AM

7/1(金）
AM

6/16（木）
ＰＭ

6/30 （木）
ＰM

6/21（火）
PM

7/12（火）
PM

6/14（火）
PM

7/5 （火）
PM

7/11（月）
ＡＭ

7/25（月）
ＰＭ

6/24（金）
AM

7/8（金）
AM

6/25（土）
ＡM

7/9 （土）
ＡM

6/25（土）
PM

7/16（土）
PM

6/28（火）
PM

7/12（火）
PM

8/29（月）
ＡＭ

9/12（月）
ＰＭ

7/9（土）
AM

7/30（土）
AM

9/8（木）
ＡM

9/29（木）
AM

7/16（土）
AM

8/6（土）
AM

8/27（土）
AM

9/10（土）
AM

9/3（土）
ＡＭ

9/17（土）
ＡＭ

9/30（金）
AM

10/21（金）
AM

10/6（木）
ＰM

10/27（木）
ＰM

9/9（金）
AM

9/30（金）
AM

10/18 （火）
PM

11/8（火）
PM

10/3（月）
ＡＭ

10/17（月）
ＰＭ

10/28（金）
AM

11/18（金）
AM

10/20（木）
ＡM

11/10 （木）
ＡM

10/7（金）
PM

10/28（金）
PM

10/25（火）
PM

11/15（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

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

桜川3-18-6
03-3937-1041

東上線上板橋駅徒歩8分

高島平3-13-28
03－3938－8621

三田線高島平駅徒歩4分

「３５歳健診」ボランティア募集
お子さん連れで健診を受けるお母さんのお手伝いをして下さるボランティアを募集します。
内容：受診中に赤ちゃんを抱っこをしてもらう、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下さい。
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集 後 記編

熊本を中心とした九州の地震は、５年間の東日本大震災を思い出しました。知人のご実家は全壊し、避難所生活

をしていると聞き、来たる猛暑を思うと、いたたまれない気持ちになります。そんな中、熊本産のトマトが店頭で目に付く

ようになりました。気づいたら、冷蔵庫の野菜室が、トマトばかりに・・・。サラダはもちろん、トマトソースやトマト煮、トマト入りの

味噌汁など、食卓はトマトの赤で彩られています。「トマトが赤くなると、医者が青くなる」という言葉がありますが、私たち

は今年の猛暑を、熊本のトマトのおかげで元気に乗り切りたいと思っています。(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

育児支援ヘルパー登録会・講習会を開催します

区内在住で出産予定日の１か月前から生後１歳未満の乳児のいる家庭に、家事や育児の手伝いに行ってくださる方を募集

します。「育児支援ヘルパー」として区に登録していただき、利用者からお手伝いの依頼があった際に、近隣にお住まいの方か

ら優先的に援助をお願いすることになります。「子育て支援者養成講座２級課程修了者（修了後３年以内）」もしくは、「板橋区

子育て支援員養成講座」を修了した２０歳以上７０歳未満の心身ともに健康な方が対象となります。

登録会と講習会の両方にご参加されないと援助活動ができませんのでご注意下さい。

★登録会★

【日時】平成２８年７月２２日（金）９：３０～１２：００

【場所】ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ５０４会議室（板橋区栄町３６－１）

【内容】育児支援ヘルパーの活動内容の説明及び登録

【持ち物】

●タテ３.０cm×ヨコ２.０cmの顔写真（ヘルパー認定証用）１枚

※胸から上の写真で、カラー・白黒いずれも可。

※顔写真の裏面に氏名を書いて下さい。

●筆記用具、印鑑（シャチハタ不可）

★講習会★

【日時】平成２８年７月２９日（金）１３：００～１６：３０

【場所】志村健康福祉センター（板橋区蓮根２－５－５）

都営三田線「蓮根」駅 下車６分

【内容】離乳食の講義と調理実習（調理実習室）

【当日の持ち物】

●筆記用具、エプロン、三角巾、マスク、動きやすい服装

（ｻﾝﾀﾞﾙ不可）

※登録会・講習会ともに費用は無料です。 ※登録会・講習会ともに申込締切は平成２８年７月１５日（金）です。

※【問合せ・申込先】子ども家庭支援センター TEL ３５７９－２６５６

～育児支援ヘルパー従事内容～
● 支援内容：食事の支度、買い物、洗濯、掃除などの家事の補助や、沐浴・授乳などの育児の援助

● 時 間 帯：月曜日～金曜日 午前９時から午後５時まで（土日・祝日・年末年始を除く）

● 援助時間：１件１日１時間から５時間までの範囲で利用者が希望する時間数 ● 報 酬 ：１時間／１，２２０円


