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今年もみなさまにとって　　良い年でありますように！
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（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

板橋区子育て支援事業

板橋区子育て支援者・支援員通信誌

　早いもので 2017 年がスタートして、もう 1 か月が過ぎようとしています。次々に大
寒波もやってきて寒さガマンの日々ですが、春の足音も近づいてきます。近所の公園を
通りかかるたびに、枝ばかりとなった桜の木に、「早く大きくならないかな？」と、花芽
が膨らむのを期待しながら眺める日々…。次号を発行する時は、桜が咲いているかも！？
楽しみです。(編集担当：岡本、野邉、小井沼 )

サポステからの
お知らせ

サポステ
研修会

「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～」

サポステからの
お知らせ

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！

特集①：手軽にできる健康体操 　Ｐ２

すまいる・ガイド①：交流会がありました　 Ｐ４     

②：守ろう ! 子どもの安全・事故防止「転落」編

ボランティア募集情報  Ｐ６

CAP’S ボランティア募集情報     Ｐ７
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記
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「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

と き：２０１７年２月１１日（土曜日）     １０：００～１２：００（開場 9:40 ～）

場 所：板橋区立グリーンホール５０２会議室    ※直接会場へお越しください

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

と き：２０１７年２月１１日（土曜日）     １０：００～１２：００（開場 9:40 ～）

場 所：板橋区立グリーンホール５０２会議室    ※直接会場へお越しください

※今月発行予定の『活動の場じょうほう』は、次号（すまいる５９号）と一緒に発行します。ご了承ください。

知る♬考える♪学
び合う

知る♬考える♪学
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『詳しくはＰ８をご覧ください』
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　2016 年 11 月 19 日（土）、板橋区立グリーンホールでサ
ポステ研修会を開催しました。講師は健康運動指導士の市東
康之さんです。19 日は朝から本降りの雨だったこともあり、
参加者が少なかったため、市東さんにマンツーマンで一人ひ
とりの身体の悩みを相談し、適切なアドバイスや自宅で出来
る軽い体操の指導をいただくこともできました。参加者の皆
さんは、赤ちゃんを抱っこする時間が多くて、腰に負担をか
けている方、中腰や前かがみ姿勢が多く膝を痛めている方な

ど、それぞれ身体の不調を抱えていらっしゃいました。子育て支援活動を行なうためには、身体のケアは欠かせません。
　今回は、誰でも手軽にできる体操についてアドバイスをいただきました。市東さんは「じっとしていても疲れや痛
みは取れません。気持ちよく身体を動かして疲れを取り筋力運動で身体を支える力をつけて痛みを減らしてみましょ
う。」と仰います。ここでは、研修会で指導いただいた体操を中心に、みなさんと共有できる『かんたん体操』をお
伝えします。

肩こり予防

　頭を支える筋肉は肩や首にありますが、
その頭が上体より前にあればいつも頭を支
えるために首や肩の筋肉が緊張していま
す。そこで、肩や首よりも大きい筋肉であ
る背中（肩甲骨まわり）の筋肉で頭を正し
い位置にしておくことが大切です。肩甲骨
まわりの筋肉を動かすことが必要です。

ひざ痛予防

　立ち上がる時には腰と同様にひざには
大きな負荷がかかります。筋力の低下や
体重の増加でひざにかかる負担も多くな
り、変形（変形性膝関節症）や軟骨のす
りへりで痛みが起こります。ひざへの負
担を少なくするためにも、ももの前の筋
力を付けることが大切です。

・指先を肩の前に付けて、ひじを後
ろへまわし、肩甲骨を動かして
背中や肩のコリを取る。

・指先を肩の前に付けて、ひじを肩
の高さにして開き、肩甲骨を近
づけて背中の筋肉を付ける。

イスに深く腰かけて、片足を伸ば
してあげる片足上げを10回行い、
ももの前の筋肉（大腿四頭筋）を
付ける。

特集：手軽にできる健康体操特集：手軽にできる健康体操

♪

♪♪
♬

♬♬
♩

♩

♩♩
♩

♫
♫

-2- -7-

１ CAP’S あずさわ　★乳幼児の見守りをしてくださる方を募集しています！

■日時：毎週水曜日　１５：００～１７：００　■内容：活動中の乳幼児の見守りと活動の後片付けのお手伝い
■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、上履き持参
■締切日：随時　９：００～１７：００　（土・日・祝日を除く）
■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

２ 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：２月６日（月）～２月２８日（火）　（土・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　■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、上履き持参　■締切日：２月２０日（月）　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

３ CAP’S 西徳　★乳幼児の見守りをしてくださる方を募集しています！

■日時：２月１６日（木）　９：３０～１２：００　■内容：「子育て応援教室」を行っている間、乳幼児の見守りのお手伝い
■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、上履き持参
■締切日：２月８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

４ CAP’S 清水　★乳幼児の見守りをしてくださる方を募集しています！

■日時：①２月２０日（月）１３：３０～１４：３０　②２月２１日（火）１０：３０～１１：３０
③３月１５日（水）１０：３０～１１：３０または１４：３０～１５：３０　■内容：親子工作のお手伝いや子どもの見守り
■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
■締切日：①②２月１７日（金）　１７：００　　③３月１３日（月）　１７：００
■連絡先：CAP’ S清水（児童館）〈清水町72-7〉　担当：中村 ℡３９６３-３３１３

５ CAP’S 清水　★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：２月２７（月）～３月２４日（金）９：００～１７：００の間で、１～２時間でも都合の良い時間　（土・日・祝日を除く）
■内容：乳幼児活動で使用する教材の準備　■募集条件：細かい作業の好きな方　■締切日：３月１７日（金）　１７：００
■連絡先：CAP’ S清水（児童館）〈清水町72-7〉　担当：中村 ℡３９６３-３３１３

６ CAP’S 氷川　★乳幼児の見守りをしてくださる方を募集しています！

■日時：２月２７日（月）　１０：００～１２：００、１３：３０～１５：３０のいずれか、または両方
■内容：保護者が工作活動をしている間、乳幼児の見守り　■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、午前・午後両方の方は昼食等を持参　■締切日：２月２２日（水）　１７：００
■連絡先：CAP’ S氷川（児童館）〈氷川町24-1〉　　担当：金子　℡ 3961-5723

７ CAP’S 西徳　★イベントの補助をしてくださる方を募集しています！

■日時：３月１４日（火）または１５日（水）　いずれも９：３０～１２：００
■内容：行事『おいわい会』の準備、運営、後片付けのお手伝い　■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、上履き持参　■締切日：3月6日（月）　１７：００
■連絡先：CAP’ S西徳（児童館）〈西台４-４-３７〉　担当：中島　℡ 3936-2409

CAP’S（キャップス）では、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

ムや行事を行っています。お子さんの見守り、教材準備やイベントのお手伝いなど、みなさん

のご協力よろしくお願いいたします。

子育て応援児童館CAP‘S ボランティア募集コーナー

サポステ研修会を行いました

サポステ研修会～手軽にできるカンタン健康体操より～
指導 / アドバイス：健康運動指導士 市東康之さん



　手足は左右対称にありますが、身体の要（かなめ）で
ある腰は一個一個の骨が重なり、左右には骨がありま
せん。そのために、腰腹部にある筋肉が上体を支えて
います。上体を支えている筋肉が疲労していては、腰
の骨に負担がかかり、痛みにつながります。そこで、
腰の要（かなめ）である腹横筋を鍛えることと、腰の疲
れを取る体操がおすすめです。
　腹横筋は腰のコルセットです。足を肩幅くらいに広
げて立ち、両手を腰脇（腹横筋）に置いて、手で押しな
がらお腹とお尻を閉めて、30秒間同じ姿勢を保ちます。
　ひじを曲げて、腕を後ろに大きく振り、腰をひねる
ように骨盤を前後に動かしたウォーキングで血流を良
くして疲労を取ります。15 分程度のウォーキングがお
すすめです。

　ふくらはぎは第 2 の心臓ともいわれて
いますが、心臓と同じように意識しなく
ても動く筋肉ではありません。意識して
積極的に動かす必要があります。

仰向けに寝て、両ひざを軽く立て
て、片方の足のひざを真っすぐに
伸ばして両手で支えながら引き寄
せる。その際、つま先は、自分の
顔のほうへ向ける。

仰向けに寝て、片方の足はまっすぐ伸ばしたま
ま、もう片方の足はひざを曲げて両手で体に引
き寄せる。そこからゆっくりと、まっすぐ伸ば
した足の方へ、曲げたひざを倒していく。（左右
交代して行う）

足は肩幅に開き、親指のつけ根に重心をお
いて、かかとの上げ下ろしをする。上げ下
ろしは 30～ 50回程度行ない、ふくらは
ぎの筋肉を動かして、むくみを解消する。

　どの体操も、身体に負担のない動きをすることが大前提です。無理はせずに、痛みを感じるようであれば動
きを止めてください。また、整形外科などに通院している方は、体操を行う際に必ず事前に医師に相談しましょ
う。体操を行う際は、動かしている筋肉を意識すると良いでしょう。呼吸も大切です。基本的に人間の筋肉は、
息を吸った時に固くなり、息を吐いた時に柔らかくなるようになっていますので、身体を動かす際も、それに
合わせて、ゆっくりと、口から息を吐いて（息を吸う時は鼻から）行うと良いでしょう。
　みなさんが子育て支援でご活躍いただくために、ぜひ健康第一！で、お身体を大切にしてください。

腰痛予防

足のむくみを取る
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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：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）：３９３６-１３６０　●担当者：安田（やすだ）

☆西前野保育園

　　　子どもの遊びの補助や園内の環境整備

●日時：応相談　（お休み：日・祝日・年末年始１２/２９～１/３）
●内容：子どもの遊びを補助及び、園内の環境整備　●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・手拭きタオル・上履き・外用の靴　●締切日：随時受付
●連絡先（住所）：西前野保育園（前野町６-１０-７）　最寄駅：上板橋駅下車  徒歩１０分
●連絡先（電話）：３９６５-３１４４　●担当者：本田（ほんだ）

☆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　●その他：動きやすい服装・靴でお越しください　●締切日：随時受付
●連絡先（住所）：わかたけ第二保育園（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（ほりえ）

できる時間・できることからはじめて保育の技術を上げたり、保育支援活動の一歩を踏み出し

て自信をつけたり、保育士の先生からアドバイスをいただいて学んだり、同じ気持ちを持つ人

と一緒に活動できるできるボランティアの子育て支援で、ぜひ貴方の力を活かしてください。

区立・私立保育園活動場所

いたばし総合ボランティアセンター活動場所

子ども外遊び場プロジェクト昔遊びボランティア募集

●日時：1月 29日（日）13時～ 15時、2月 19日（日）10時～ 12時
●内容：子どもが主役になり、自由に遊ぶ場を開いています。その中で昔の遊びを教えてくれるボランティア
を募集します。
●募集条件：ご自身が子どもの頃に経験した野外での遊びであれば何でもかまいません。ケン玉、ベーゴマ、
鬼ごっこ、かくれんぼ、だるまさんがころんだ等々で子どもたちと一緒に遊びます。
●その他：会場はいたばし総合ボランティアセンター交流広場　●締切日：随時受付
●連絡先（住所）：いたばし総合ボランティアセンター（本町２４－１）　最寄駅：板橋本町駅　徒歩７分
●連絡先（電話）：５９４４－４６０１　●担当者：高橋（たかはし）
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1

守ろう!子どもの安全・事故防止「転落」編

サポステ交流会

　2016 年 12 月 9 日、子育て支援員養成講座の最終日にサポステ
交流会を開催しました。サポステ交流会は、子育て支援員（子育て
支援者）のみなさんが集い、交流や情報交換をすることを目的に開
催しています。今回の交流会では、修了証を手にした新しい支援員
のみなさんとこれから活動を始めようと思っている子育て支援につ
いて話をしました。
ファミリーサポートの支援員や育児支援ヘルパーなどの有償の支
援活動をしたいと考えているものの、お預かり中のトラブルについ

て心配や不安を持っている方もいらっしゃるようで、活発な意見交換が行われました。複数の人で支援をするなら心強い
ですが、すぐに 1 対 1 というのは、確かに不安も大きいかと思います。そんな不安を解消するには、経験を増やすことが
何よりも近道です。なかでも、ボランティア活動は、複数で支援することがほとんどですし、保育士や先輩の支援員（支援者）
からアドバイスを得たり、支援の姿を見て学んだりできるので、自信だけでなく学びも得られる有意義な機会です。
　子育て支援員（支援者）の方々の貴重なマンパワーを、ぜひいろいろな場所で生かしてください。そして、みなさんの経験を、
交流会を通して、新たな支援員さんたちに伝えてください。それが子育て支援に良い循環をもたらしてくれるものと、交
流会でのみなさんの積極的な姿から感じました。

　子育て支援で最も大切な子どもの安全管理。日本小児看護学会から発行されている「子どもの事故防止ノート」から、子
どもの事故防止に役立つ情報をお伝えします。今回は、度々ニュースで報道される事故のひとつでもある「転落」（階段な
どの段差があるところで落ちてしまうこと）について。気をつけておきたい状況と、対策をお伝えします。
出典「子どもの事故防止ノート」日本小児看護学会　健やか親子21推進事業委員会

　ベッド柵の高さが十分でなかったり、足がかけられる横ざんがあったりすると、ベッド柵を乗り越えて転落する危険が高ま
ります。規格を満たしたベッドを正しく使用すること、また、ベッド上に厚みのある寝具や遊具を置いたままにしないように
注意することが必要です。
例２の場合・・・
　階段は家の中で事故が起こりやすい危険な場所の一つです。歩き始めて間もないＢちゃんにとって、階段を一人で安全に降
りるのは未だ難しいのです。Ｂちゃんは2階の和室の布団でお昼寝をしていて、お母さんは1階で昼食の後片付けをしている
わずかな時間の出来事でした。階段の上下に、転落防止の柵またはフェンスを設置して、子どもが一人で階段に近寄れないよ
うにすることが必要です。また、階段を使うときは、必ず保護者が横で手を引いて歩く、または子どもの下を歩いて転倒を予
防することが必要です。
例３の場合・・・
　子どもは遊びに夢中になると、普段とらない行動をとることがあります。Ｃちゃんは姉と一緒にベランダに出て、柵の前に置
いてあった段ボール箱によじのぼって遊んでいるうちに、ベランダの柵から落ちてしまいました。ベランダは安全基準にあて
はまる110センチ以上の高さの手すり、柵の隙間は11ｃｍ以下でしたが、段ボール箱が踏み台となって、柵を乗り越えてしまっ
たのです。ベランダや窓からの転落は、重傷または死亡の危険もある事故です。遊んでいるときにはそばで見守り、また、子
どもだけでベランダに出られないように鍵をつけるなどの対策も必要です。

転落につながることが多いものや事柄

●家庭内で転落事故が起こりやすい場所→・階段、ベッド、椅子、ベランダ、窓など
●柵の側に置いてある踏み台となる物→・段ボール箱、ビール瓶ケース、クーラーの室外機、植木鉢、ベッド内の布団など
●ベッドやベランダの柵の安全性→・子どもの頭が入らない柵の幅
→・ベッド内で足がかかる位置から柵の最上部までの高さ（専用ベッドの場合、柵の高さは床板面の上60cm以上と規定され
ています）
●子どもの注意→・あそびに夢中になって、危険を察知できないこと

【万が一、転落したら】

●１１９番
意識がはっきりしない、吐く、けいれんなどの症状や、ひどい出血がみられるときは、１１９番に通報しましょう。どのく
らいの高さから、どのような所に落ちたのかを説明できるようにしましょう。
●受診
特定の部位に、痛みを訴える、脹れてくる、出血している、などの様子が見られたら、受診しましょう。
＜痛みを訴える＞　衣服をゆるめて、意識状態、脹れ、出血など、他の症状と併せてみていきましょう。
＜脹れてくる＞　腕や足などの痛みを伴う脹れがある場合は、その部位をできるだけ動かさずに安静を保ちましょう。
＜出血している＞　出血している傷口をガーゼなどで抑えて止血しましょう。砂などがついている場合は、洗ってから押える。
それでも止血できない時は傷口より心臓に近いところ、ひじの内側や太ももの付け根を圧迫して止血を図りましょう。

【予防が一番大切です】

・転落の事故は、子どもから目を離したわずかな時間で起きています。家庭内外での普段の活動の様子や興味をもつことに注
意を払いながら過ごしましょう。

・ベッドやベランダの柵の安全性、ベッド柵の上げ下ろしを確実に行うこと、階段の転落防止柵の設置、など、日ごろから安
全な環境を整えましょう。

・ベッドやベランダの柵の側には踏み台となるような物を置かず整理整頓に心がけましょう。
・子どもの発達段階や関心にあわせて、転落の危険のある環境や遊びについて、日ごろから子どもにもわかりやすく伝えましょう。

こんなことが実際に起こっています！

例１/乳児用ベッドから落ちた！

Ａくん (12か月 )はベッドで昼寝を
していましたが、母親が目を離した
時に、ゴンという音と激しい泣き声
がしたので、駆け寄るとベッドの下
にあお向けに倒れていました。

例２/階段から落ちた！

B ちゃん（１歳）が、母親が目を離し
たすきに階段から落ちてしまいました。

例３/ベランダから落ちた！

Cちゃん（３歳）が姉とベランダ
で遊んでいたところ、ベランダの
柵の前においた段ボール箱によじ
登り、ベランダの柵から下へ落ち
てしまいました。Ｃちゃんは頭を
強く打ち、足を骨折しました。

どうしてこんなことに・・・どんなところに注意したらいい？

例１の場合・・・
　乳児には柵のついたベッドがよく使われますが、１２か月になったＡくんはつかまり立ちができる状態でした。また、ベッ
ド内におもちゃが転がっていたために、それを踏み台にしてしまったようです。子どもは頭が重く重心が高いので、ベッドか
ら周りを覗き込むなどした時に、バランスを崩して頭から落ちてしまいやすいのです。
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　手足は左右対称にありますが、身体の要（かなめ）で
ある腰は一個一個の骨が重なり、左右には骨がありま
せん。そのために、腰腹部にある筋肉が上体を支えて
います。上体を支えている筋肉が疲労していては、腰
の骨に負担がかかり、痛みにつながります。そこで、
腰の要（かなめ）である腹横筋を鍛えることと、腰の疲
れを取る体操がおすすめです。
　腹横筋は腰のコルセットです。足を肩幅くらいに広
げて立ち、両手を腰脇（腹横筋）に置いて、手で押しな
がらお腹とお尻を閉めて、30秒間同じ姿勢を保ちます。
　ひじを曲げて、腕を後ろに大きく振り、腰をひねる
ように骨盤を前後に動かしたウォーキングで血流を良
くして疲労を取ります。15 分程度のウォーキングがお
すすめです。

　ふくらはぎは第 2 の心臓ともいわれて
いますが、心臓と同じように意識しなく
ても動く筋肉ではありません。意識して
積極的に動かす必要があります。

仰向けに寝て、両ひざを軽く立て
て、片方の足のひざを真っすぐに
伸ばして両手で支えながら引き寄
せる。その際、つま先は、自分の
顔のほうへ向ける。

仰向けに寝て、片方の足はまっすぐ伸ばしたま
ま、もう片方の足はひざを曲げて両手で体に引
き寄せる。そこからゆっくりと、まっすぐ伸ば
した足の方へ、曲げたひざを倒していく。（左右
交代して行う）

足は肩幅に開き、親指のつけ根に重心をお
いて、かかとの上げ下ろしをする。上げ下
ろしは 30～ 50回程度行ない、ふくらは
ぎの筋肉を動かして、むくみを解消する。

　どの体操も、身体に負担のない動きをすることが大前提です。無理はせずに、痛みを感じるようであれば動
きを止めてください。また、整形外科などに通院している方は、体操を行う際に必ず事前に医師に相談しましょ
う。体操を行う際は、動かしている筋肉を意識すると良いでしょう。呼吸も大切です。基本的に人間の筋肉は、
息を吸った時に固くなり、息を吐いた時に柔らかくなるようになっていますので、身体を動かす際も、それに
合わせて、ゆっくりと、口から息を吐いて（息を吸う時は鼻から）行うと良いでしょう。
　みなさんが子育て支援でご活躍いただくために、ぜひ健康第一！で、お身体を大切にしてください。

腰痛予防

足のむくみを取る
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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：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）：３９３６-１３６０　●担当者：安田（やすだ）

☆西前野保育園

　　　子どもの遊びの補助や園内の環境整備

●日時：応相談　（お休み：日・祝日・年末年始１２/２９～１/３）
●内容：子どもの遊びを補助及び、園内の環境整備　●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・手拭きタオル・上履き・外用の靴　●締切日：随時受付
●連絡先（住所）：西前野保育園（前野町６-１０-７）　最寄駅：上板橋駅下車  徒歩１０分
●連絡先（電話）：３９６５-３１４４　●担当者：本田（ほんだ）

☆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　●その他：動きやすい服装・靴でお越しください　●締切日：随時受付
●連絡先（住所）：わかたけ第二保育園（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（ほりえ）

できる時間・できることからはじめて保育の技術を上げたり、保育支援活動の一歩を踏み出し

て自信をつけたり、保育士の先生からアドバイスをいただいて学んだり、同じ気持ちを持つ人

と一緒に活動できるできるボランティアの子育て支援で、ぜひ貴方の力を活かしてください。

区立・私立保育園活動場所

いたばし総合ボランティアセンター活動場所

子ども外遊び場プロジェクト昔遊びボランティア募集

●日時：1月 29日（日）13時～ 15時、2月 19日（日）10時～ 12時
●内容：子どもが主役になり、自由に遊ぶ場を開いています。その中で昔の遊びを教えてくれるボランティア
を募集します。
●募集条件：ご自身が子どもの頃に経験した野外での遊びであれば何でもかまいません。ケン玉、ベーゴマ、
鬼ごっこ、かくれんぼ、だるまさんがころんだ等々で子どもたちと一緒に遊びます。
●その他：会場はいたばし総合ボランティアセンター交流広場　●締切日：随時受付
●連絡先（住所）：いたばし総合ボランティアセンター（本町２４－１）　最寄駅：板橋本町駅　徒歩７分
●連絡先（電話）：５９４４－４６０１　●担当者：高橋（たかはし）



　2016 年 11 月 19 日（土）、板橋区立グリーンホールでサ
ポステ研修会を開催しました。講師は健康運動指導士の市東
康之さんです。19 日は朝から本降りの雨だったこともあり、
参加者が少なかったため、市東さんにマンツーマンで一人ひ
とりの身体の悩みを相談し、適切なアドバイスや自宅で出来
る軽い体操の指導をいただくこともできました。参加者の皆
さんは、赤ちゃんを抱っこする時間が多くて、腰に負担をか
けている方、中腰や前かがみ姿勢が多く膝を痛めている方な

ど、それぞれ身体の不調を抱えていらっしゃいました。子育て支援活動を行なうためには、身体のケアは欠かせません。
　今回は、誰でも手軽にできる体操についてアドバイスをいただきました。市東さんは「じっとしていても疲れや痛
みは取れません。気持ちよく身体を動かして疲れを取り筋力運動で身体を支える力をつけて痛みを減らしてみましょ
う。」と仰います。ここでは、研修会で指導いただいた体操を中心に、みなさんと共有できる『かんたん体操』をお
伝えします。

肩こり予防

　頭を支える筋肉は肩や首にありますが、
その頭が上体より前にあればいつも頭を支
えるために首や肩の筋肉が緊張していま
す。そこで、肩や首よりも大きい筋肉であ
る背中（肩甲骨まわり）の筋肉で頭を正し
い位置にしておくことが大切です。肩甲骨
まわりの筋肉を動かすことが必要です。

ひざ痛予防

　立ち上がる時には腰と同様にひざには
大きな負荷がかかります。筋力の低下や
体重の増加でひざにかかる負担も多くな
り、変形（変形性膝関節症）や軟骨のす
りへりで痛みが起こります。ひざへの負
担を少なくするためにも、ももの前の筋
力を付けることが大切です。

・指先を肩の前に付けて、ひじを後
ろへまわし、肩甲骨を動かして
背中や肩のコリを取る。

・指先を肩の前に付けて、ひじを肩
の高さにして開き、肩甲骨を近
づけて背中の筋肉を付ける。

イスに深く腰かけて、片足を伸ば
してあげる片足上げを10回行い、
ももの前の筋肉（大腿四頭筋）を
付ける。

特集：手軽にできる健康体操特集：手軽にできる健康体操

♪

♪♪
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♬♬
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♩

♩♩
♩

♫
♫
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１ CAP’S あずさわ　★乳幼児の見守りをしてくださる方を募集しています！

■日時：毎週水曜日　１５：００～１７：００　■内容：活動中の乳幼児の見守りと活動の後片付けのお手伝い
■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、上履き持参
■締切日：随時　９：００～１７：００　（土・日・祝日を除く）
■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

２ 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：２月６日（月）～２月２８日（火）　（土・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　■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、上履き持参　■締切日：２月２０日（月）　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

３ CAP’S 西徳　★乳幼児の見守りをしてくださる方を募集しています！

■日時：２月１６日（木）　９：３０～１２：００　■内容：「子育て応援教室」を行っている間、乳幼児の見守りのお手伝い
■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、上履き持参
■締切日：２月８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

４ CAP’S 清水　★乳幼児の見守りをしてくださる方を募集しています！

■日時：①２月２０日（月）１３：３０～１４：３０　②２月２１日（火）１０：３０～１１：３０
③３月１５日（水）１０：３０～１１：３０または１４：３０～１５：３０　■内容：親子工作のお手伝いや子どもの見守り
■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
■締切日：①②２月１７日（金）　１７：００　　③３月１３日（月）　１７：００
■連絡先：CAP’ S清水（児童館）〈清水町72-7〉　担当：中村 ℡３９６３-３３１３

５ CAP’S 清水　★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：２月２７（月）～３月２４日（金）９：００～１７：００の間で、１～２時間でも都合の良い時間　（土・日・祝日を除く）
■内容：乳幼児活動で使用する教材の準備　■募集条件：細かい作業の好きな方　■締切日：３月１７日（金）　１７：００
■連絡先：CAP’ S清水（児童館）〈清水町72-7〉　担当：中村 ℡３９６３-３３１３

６ CAP’S 氷川　★乳幼児の見守りをしてくださる方を募集しています！

■日時：２月２７日（月）　１０：００～１２：００、１３：３０～１５：３０のいずれか、または両方
■内容：保護者が工作活動をしている間、乳幼児の見守り　■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、午前・午後両方の方は昼食等を持参　■締切日：２月２２日（水）　１７：００
■連絡先：CAP’ S氷川（児童館）〈氷川町24-1〉　　担当：金子　℡ 3961-5723

７ CAP’S 西徳　★イベントの補助をしてくださる方を募集しています！

■日時：３月１４日（火）または１５日（水）　いずれも９：３０～１２：００
■内容：行事『おいわい会』の準備、運営、後片付けのお手伝い　■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、上履き持参　■締切日：3月6日（月）　１７：００
■連絡先：CAP’ S西徳（児童館）〈西台４-４-３７〉　担当：中島　℡ 3936-2409

CAP’S（キャップス）では、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

ムや行事を行っています。お子さんの見守り、教材準備やイベントのお手伝いなど、みなさん

のご協力よろしくお願いいたします。

子育て応援児童館CAP‘S ボランティア募集コーナー

サポステ研修会を行いました

サポステ研修会～手軽にできるカンタン健康体操より～
指導 / アドバイス：健康運動指導士 市東康之さん
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今年もみなさまにとって　　良い年でありますように！

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

板橋区子育て支援事業

板橋区子育て支援者・支援員通信誌

　早いもので 2017 年がスタートして、もう 1 か月が過ぎようとしています。次々に大
寒波もやってきて寒さガマンの日々ですが、春の足音も近づいてきます。近所の公園を
通りかかるたびに、枝ばかりとなった桜の木に、「早く大きくならないかな？」と、花芽
が膨らむのを期待しながら眺める日々…。次号を発行する時は、桜が咲いているかも！？
楽しみです。(編集担当：岡本、野邉、小井沼 )

サポステからの
お知らせ

サポステ
研修会

「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～」

サポステからの
お知らせ

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！

特集①：手軽にできる健康体操 　Ｐ２

すまいる・ガイド①：交流会がありました　 Ｐ４     

②：守ろう ! 子どもの安全・事故防止「転落」編

ボランティア募集情報  Ｐ６

CAP’S ボランティア募集情報     Ｐ７
編集後

記
編集後

記

「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

と き：２０１７年２月１１日（土曜日）     １０：００～１２：００（開場 9:40 ～）

場 所：板橋区立グリーンホール５０２会議室    ※直接会場へお越しください

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

と き：２０１７年２月１１日（土曜日）     １０：００～１２：００（開場 9:40 ～）

場 所：板橋区立グリーンホール５０２会議室    ※直接会場へお越しください

※今月発行予定の『活動の場じょうほう』は、次号（すまいる５９号）と一緒に発行します。ご了承ください。

知る♬考える♪学
び合う

知る♬考える♪学
び合う

『詳しくはＰ８をご覧ください』
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