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サポステ交流会のお知らせ

と き：12月9日（金曜日）15:00～16:00（完全終了16:30）

場 所：板橋区 グリーンホール 601会議室
※お待ちしています。直接会場へお越しください！

みなさん、ご参加ください！！

「子育て支援」という同じ思いを持つ皆さんと
出会える交流の場がサポステ交流会です。
すでに子育て支援活動をされている方は経験談

をお聞かせください！また、これから活動を考え
ている方は、新たな出会いと情報交換のチャンス
です。養成講座を終えてしまうと、新たに支援員
（支援者）の方と出会う機会はなかなかありませ
ん。ぜひ交流会に参加して、貴方の世界を広げて
いきませんか？

サポステからのお知らせ①

サ ポ ス テ 登録者アンケートの
ご協力をお願いいたします

今年度も、子育て支援員（者）養成講座修了者を対象に、ア

ンケートを実施いたします。アンケートは、今回で４回目。過去３

回実施されたアンケートの設問内容を大きく見直しました。

現在、サポステ事業の委託を受けております当法人（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）は、

今年度で５年目となり、次年度からは、また新たな形でサポス

テーがスタートします。そのため、今回のアンケートは、サポス

テの活用状況やサポステに対する皆様のご要望を中心に伺

い、今後の子育て支援員養成システムおよびサポステ事業の

改善に反映していきます。

お忙しい時期にお手数をおかけいたしますが、なにとぞご

協力ください。よろしくお願いいたします！

貴方の貴重なご意見を
お聞かせください！
アンケートへのご協力
よろしくお願いします！

●同封の返信用封筒にて、
１２月２２日（木）までに投函してください。

【アンケートに対するお問い合わせ】 板橋区子ども家庭支援センター 担当 森川

電話 ０３（３５７９）２６５６ FAX ０３（３５７９）２６５９

サポステからのお知らせ②

子育て支援員活動サポートステーション
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サポステ研修会のお知らせ

と き：2月11日（土曜日）10:00～12:00（9:40～開場）

場 所：板橋区 グリーンホール 502会議室

これからの子育て支援の可能性
～さまざまな事例から考える～

講師：ＮＰＯ法人せたがや子育てネット 代表理事 松田妙子さん

ＮＰＯ法人せたがや子育てネットは、インターネットによる

子育て情報の収集と提供、子育てグループのネットワークづ

くり、コミュニティカフェやおでかけひろばなどの子育てを

応援する場づくり、子育て情報メディアの発行、子育て環境

の向上に向けた調査・研究などなど、とても幅広い活動をし

ています。

サポステ研修会では、代表理事の松田さんをお招きし、世

田谷の子育て支援や、せたがや子育てネットの活動を伺い

ながら、子育て支援の可能性について皆さんと一緒に考え

ます。ほかの自治体の事例や、先駆的な取り組みをしている

子育て支援団体の活動内容について詳しくお話を伺うことが

できる貴重な機会です！

ふるってご参加ください！

みなさん、ご参加ください！！

サポステ
研修会

世田谷地域の子育て支援や現在活躍中の子育て支援団体の活動を知って、
板橋で出来ること・貴方が出来ること・みんなで出来ること を考えよう！
という、とても面白い研修会です！

NPO法人せたがや子育てネット
http://www.setagaya-kosodate.net/

サポステからのお知らせ③

健康管理に気をつけて！

日に日に寒くなりますね。風邪や感染症の予防などに、特に気をつかう時期になりました。クリスマス、お正

月、いろいろ忙しい時期を元気で過ごすために、日ごろから身体のケアを大切にしてください。

●手を洗う・・・外出から帰宅時、料理の前後は石鹸で手を洗いましょう。

●寒さ対策・・・外出時はマフラーや手袋などで、露出部を少なく。

●温度差対策・・・居間と浴室・トイレとの温度差がなるべく少ないように。

●乾燥対策・・・加湿器やマスクを使用して保湿を心がけ、水分補給も忘れずに。
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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？

子ども家庭支援センターからのお知らせ①

★援助会員登録会★

【日時】 平成28年12月22日（木）13:30～16:00

【場所】 グリーンホール 503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12月16日（金）締切厳守

【問合せ・申込先】 子ども家庭支援センター（ＴＥＬ ３５７９－２６５６）

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～

ご住所・連絡先が変わりましたら、お知らせください

「すまいる」をお送りする際、宛先不明でお届けできず、返送されてしまうことがたびたび発生しています。

養成講座修了時に登録した情報から変更があった場合、お手数をおかけいたしますが、子ども家庭支援セン

ターまたはサポステまで、必ずご連絡ください。

また、ご事情やパソコン閲覧への変更で「すまいる」の送付をやめたい場合は、サポステまでご連絡をお願い

いたします。（なお、今回のアンケートでサポステへの登録・すまいるの送付希望をおたずねしています。）
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育児支援ヘルパー登録会・講習会を開催します

子ども家庭支援センターからのお知らせ②

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１２月１５日（木）９：３０～１２：００

【場所】 板橋区役所北館９階 ９０１会議室（板橋区板橋２－６６－１）

【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１２月２１日（水）１３：００～１６：３０

【場所】 まなぽーと大原（板橋区大原町５－１８）

※旧大原社会教育会館

※都営三田線「本蓮沼」駅 下車５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（サンダル不可）

※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１２月１２日（月）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
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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

ＣＡＰ‘Ｓ（キャップス）は、子どもの健やかな成長を願って、乳幼児親子向けに

様々なプログラム・行事などを行っています。

クリスマス会やお店屋さんごっこのお手伝い、お子さんの見守りや教材準備

のお手伝いなど、ご協力よろしくお願いします。

１ CAP’S上板橋 乳幼児の見守り、教材準備のお手伝いをしてくださる方を募集し
ています！

■日時：１２月５日（月）～1月３１日（火） （土・日曜日・祝日を除く） ９：００～１２：００、１３：００～１６：００

■内容：活動中の乳幼児の見守りと教材準備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：汚れても良い服装で上履きをご持参ください。

■締切日：１２月２２日（木）１７：００

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

２ CAP’S西徳 乳幼児のイベントのボランティアさんを募集しています！
■日時：１２月２０日（火） ９：３０～１２：００

■内容：行事『乳幼児クリスマス会』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：１２月１４日（水） １７：００

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

３ CAP’S氷川 お店屋さんごっこのお手伝いをしてくださる方を募集しています！
■日時：１月１９日（木） ９：３０～１２：００

■内容：乳幼児の活動で行う、お店屋さんごっこの準備、運営、後片付けのお手伝いをお願いします。

■募集条件：１８歳以上で子どもに理解のある方

■その他：汚れても良い動きやすい服装、上履きをご持参ください。

■締切日：１月１３日（金）１７：００

■連絡先：CAP’S氷川（児童館）〈氷川町24‐2〉 担当：小野 ℡ 3961-5723

４ CAP’S西徳 乳幼児のイベントボランティアさんを募集しています！
■日時：１月２５日（水）９：３０～１２：００

■内容：行事『西徳マーケット』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：１月１８日（水）１７：００

■連絡先：CAP’S西徳（児童館）〈西台４-４-３７〉 担当：中島 ℡ 3936-2409
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ガイド
子どもたちと一緒に楽しむ
クリスマスと冬の絵本

１２月は子どもたちにとって、クリスマスという楽しみでワクワク♪です。室内で過ごすことも多いこの時期だからこそ、

冬が楽しくなる絵本で、心をポカポカにしてみませんか？クリスマスの絵本を月齢別にご紹介します。なお、ここにご紹介

する本は、すべて板橋区内の図書館で借りることができます。（所蔵館は最寄りの図書館でお尋ねください）

対象：０～３歳児

これなあに？かたぬきえほん

クリスマスのかくれんぼ

小さなお子さんに大人気のか

たぬきえほんシリーズ。クリス

マスの特別版です。

■いしかわこうじ作

■ポプラ社

■定価 ８８０円＋税

ゆきのひのうさこちゃん

大定番！ディック・ブルーナ

の絵本。

■ディック・ブルーナ作

■福音館書店

■定価 ７００円＋税

対象：４歳児～

ゆきが やんだら

心温まる親子のお話です。

■酒井駒子作

■学研

■定価 １，２００円＋税

雪わたり

幻想的な世界に魅了されます。

■宮沢賢治作/方緒良絵

■三起商行(ミキハウス）

■定価 １，5００円＋税

はたらきもののじょせつしゃけいてぃー

冬に活躍する乗り物！除雪車のお話です。

■バージニア・リー・バートン作/石井桃子訳

■福音館書店

■定価 １，２００円＋税

活動場所 保育園(区立・私立)

子育て支援・ボランティア募集コーナー

★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 : 随時募集 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 : 保育士を目指す学生の方、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 :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 ●電話 : ３９３６－１３６０

●担当者 : 安田（やすだ）
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集 後記編

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）

〒173-0004 東京都板橋区板橋３－６３－５

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
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太陽の子保育園

Youハイツ9

駐車場

米屋
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内

日没がとても早くなりました。今年の秋はいつまでも暖かく、夏日を思わせる日もつい最近まであったので

すが、ちゃんと冬はもう近くまでやって来ているのですね。午後のおやつ時間３時を過ぎると、もう夕方を感じ

ます。１日２４時間は全く変わらないのに、なぜかこの時期は、時間を損してしまうような気がします。東京は眠

らない街と言われていますが、板橋の夜はそれなりに静かですよね（笑）。冬になると、一気に歳をとってしま

う感じがして、もう春が恋しくなっています。今号は、交流会や研修会、アンケートのお願いなど、ぜひご参加、

ご協力いただきたい内容満載です。どうぞよろしくお願いします！（担当 岡本・野邉・小井沼）

活動場所 家庭福祉員

● 飯塚まさみ（最寄駅：板橋本町駅）
～一緒にあそんでくださる方 募集～

【連絡先(住所)】大和町３８－９ （最寄駅 中板橋駅 徒歩７分） 【日時】要相談【内容】０～１歳児の室内遊び、

散歩の補助をお願いします。【募集条件】子どもが好きで遊ぶことが好きな方【その他】動きやすい服装、靴

【締切日】随時 【連絡先(電話)】３９６２－３８７７【担当者】飯塚 まさみ

● 山後育恵《育子ルーム》（最寄駅：中板橋駅）
～乳幼児と触れ合いたい人、集まれ～！～

【連絡先(住所)】前野町６－８－２ 育子ルーム（最寄駅 ときわ台駅 徒歩１２分）【日時】要相談【内容】活動のア

シスト 【募集条件】健康な人【その他】運動ができる格好で来られる方【締切日】随時

【連絡先(電話)】０９０－３４５２－３５１４ 【担当者】山後 育恵

★社会福祉法人有隣社福祉会 風の子保育園(板橋区仲町)
～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歳以上の子どもが好きな方。

●その他 : 動きやすい服装、上履き、運動靴。 ●締切日 : 随時受付 ●連絡先 : 風の子保育園 （仲町１４－１５）

最寄駅 : 大山駅又は中板橋駅徒歩８分 ●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）


