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ごあいさつ

「NPO法人 いたばし子育て支援・フラワー」による板橋子育て支援事業が４月からはじまりま

した。元々私たちフラワーは、平成１９年区主催の子育て支援者養成講座を受講した有志が中

心のボランティアグループでした。平成２６年に「NPO法人 いたばし子育て支援フラワー」を

発足しました。初めの一歩、ひとりでのボランティアは躊躇われる、何をしたらいいのかわか

らないと思われる支援員の方もいらっしゃることでしょう。しかし、子どもが大好きという気

持ちはみんな同じ。学びを地域へフィードバックすることは、板橋の子育てを支えあうことです。

子育ち・親育ちを支援することで、必要とされていることを皆さんと共に実感してまいります。

サポートステーションは、皆さんの拠点です。お気軽にいつても遊びにおいでください。お待

ちしております。 代表理事 松村良子
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子育て支援員活動サポートステーションでは、下記図のような循環するサポートをおこなっていきたいと考えておりま

す。交流会・活動場所のマッチングについては、支援員が活動しやすい地区をサポートステーションが提供いたします。

支援員登録をしている住所から５つの地区にわけさせていただきます。そして、同じ地区の支援先情報の提供、地区内

での交流会などを積極的におこなっていきます。それにともない、サポートステーション内で地区ごとの担当を配置さ

せていただきました。今後は、その地区担当リーダーと共に、地域に密着したこまやかな活動サポート事業をおこなっ

ていきます。ご理解ご協力のほど、よろしくお願いします。
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循環する支援の輪

～つながる支援の輪～

５つの地区にわけた組織図
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平成２４年 に支援員２級 を

修了し、フラワーに参加して３年目に

入りました。支援活動には様々なものがありま

す。児童館での活動から様々なお母さんとお話するこ

とまで、できそうなことから少しずつ皆さまが活動を始

められるお手伝いができたらと思っています。是非よ

ろしくお願いします。

高島平地区担当：山浦理映子

過 去 １ ０ 年に渡り、他

区に於いて子育て支援に携わっており

ました。板橋の地域に寄り添い、身近に

手が届く支援を目指し、地域の支援員様がご活躍さ

れていらっしゃるお姿を伺いながら、様々な支援活動を通

して嬉しかったこと、悩ましいこと等々、皆様で話し合い、

分かち合い、支え支えられてお互い様と思える支援へ繋い

でいきたく存じます。志村地区の支援員の皆様、ど

うぞ宜しくお願い致します。

志村地区担当：永谷芳子

これから は一人では

踏み出せない一歩を踏み出しては

いかがでしょうか。地域のイベント、児

童館、保育園、交流会、ワークショップ、ボラ

ンティア活動、その他お手伝いを一緒にしてみま

せんか？ これからいたばし子育て支援養成講座

終了した皆さんと一緒に楽しく関わっていきた

いと思います。よろしくお願いします。

板橋地区担当：高木邦子

赤塚・成増地区の支援員の皆

さまと共に、地域で求められている支

援等の相談話し合いをおこない、つながりを

作っていけたらと思っています。よろしくお

願いいたします。

赤塚地区担当：江沢嬉子

地 域 ご と の交流を深
め、地域での情報を積極的に掲

載したいと思います。子育て支援者

（支援員）の経験をいかし、より良い活動を

実施していただきたいと思います。交流会、研修会

をおこなうにあたり、皆さまのご協力が必要です。

小さな出来事から大きな出来事に関わることは

たくさんあります。よろしくお願いしま

す。上板橋地区担当：大塚智子

地区ごとの交流会、支援先の紹介や支援内容の相談などを
担当するサポートステーションの各地区リーダーをご紹介
いたします。
地区リーダーへの相談などは、一度サポートステーション
までご連絡をお願いします。

５つの地区リーダーのご紹介

皆様よろしく
お願いいたします！



子ども家庭支援センターからのお知らせ①

「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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４月２３日、NPO法人 いたばし子育て支援・フラワーによる住居者向け親子交流会が開催されました。

当日は、０～２歳までの乳幼児向け・新一年生向けの２部構成で交流会をおこないました。第１部

では、第一子のお子さんの家族が多かったので、手遊び歌は初めてという方がたくさんいらっい

ましたが、皆さん夢中で歌っていました。そのあとは大型絵本「もこもこもこ」「あかまるちゃん、

くろまるちゃん」の読み聞かせ。大型絵本を初めて見る方もたくさんいらして、その迫力に子ど

もたちは大興奮です。赤ちゃんもじっと絵本を見つめていました。

第２部の「ママどこかなぁ」「パパおつきさまとって」「やさい

さん」「おにばばときんのくさり」の読み聞かせでは、物語性に

富んだボリュームのあるお話を子どもたちは熱心に聞き入ってい

ました。その後は手形アートと手作りの針金コマ作り。小学生と

なると手形アートもまさに芸術品。みんな手形をいろんな生き物

や植物などに見立ててアレンジを加えています。スタッ

フもその感性に驚くことも。コマ作りも男の子だけでな

く、女の子も楽しく製作し、作ったおもちゃは持ち帰り

できるので皆さん喜んでいました。フラワーでは普段、

乳幼児向けの交流会の依頼が多いのですが、年齢別の交

流の仕方、内容の工夫など、これからの支援活動の勉強

になる良い交流会でした。

４/２３Brilliaときわ台ソライエレジデンス親子交流会レポート



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～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 

 

～その他留意事項～ 

※12 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。 

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 

★援助会員登録会★ 

【日時】平成 29 年 7 月 21 日（金）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】●３.５cm×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 29 年 7 月 14 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 
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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②



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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～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 

★登録会★ 

【日時】平成 29 年 7 月 21 日（金）9:30～12:00 

【場所】グリーンホール 503 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】●３.０cm×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 29 年 7 月 31 日（月）13:00～16:30 

【場所】まなぽーと大原調理室（板橋区大原町５－１８） 

都営三田線「本蓮沼」駅 下車徒歩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 29 年 7 月 14 日（金）です。 

※【問合せ・申込先】子ども家庭支援センター TEL ３５７９－２６５６ 
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子ども家庭支援センターからのお知らせ③



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・行事などをおこなっていま
す。 夏祭りのお手伝い、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あずさわ
「七夕夏まつり」のお手伝いをしてくれる方募集

■日時：平成２９年７月７日（金） １０：００～１２：００

■内容：乳幼児親子対象の行事です。ゲームコーナーの運営をお願いします。

■募集条件：大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

■締め切り日：７月３日（月） １７：００まで

■連絡先：CAP’Sあずさわ（児童館）／東京都板橋区小豆沢３－９－２－１０３（最寄駅：志村坂上駅徒歩１０分）

TEL：０３－３９６６－２８２５（９：００～１７：００） 担当：田﨑（たさき）

② CAP'Sしらさぎ
お庭の手入れや水まきをしてくれる方募集！

■日時：平日午前８：４５～１０：３０ 日時要相談

■内容： CAP'Sしらさぎの植栽への水まき、手入れをお願いします。

■募集条件： 庭いじりやガーデニングに興味のある近隣の方、またはグループ

■その他： 汚れてもよい服装

■締め切り日： 随時募集

■連絡先：CAP'Sしらさぎ（児童館）／成増５－１９－４１（最寄駅：西高島平駅徒歩１２分）

TEL：０３－３９７９－３８９５ （土・日・祝日を除く ９：００～１７：００） 担当：古田（ふるた）

③ CAP’S西徳児
職員と一緒に乳幼児の見守りをお願いします！

■日時：平成２９年６月８日（木）・６月２７日（火）・７月１３日（木） いずれも９：３０～１２：００

■内容：職員と一緒に、０歳から２歳児の活動の見守りをお願いします。

■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・エプロン

■締め切り日： ６/８…６／１(木） ６/２７…６/１６(金) ７/１３…６／３０(金）１７：００まで

■連絡先：CAP’S西徳（児童館）／西台４－４－３（最寄駅：東武練馬駅徒歩１０分）

TEL：０３－３９３６－２４０９ 担当：中島（なかしま）

④ CAP'S緑が丘
緑が丘児童館「お助け隊」のメンバーを大募集します！

■日時：日時は要相談（土・日・祝日は除く、概ね１０：００～１６：００の間）

■内容： お助け隊に登録し、児童館の行事や活動毎にご連絡をします。（時間が合えばお願いします）
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■募集条件： １８歳以上の方で子どもの活動に理解があり、お助け隊の登録がＯＫな方

■その他： 登録の前に児童館で館長面談を行います。

■締め切り日： 児童館の開館時間内であれば随時募集します。

■連絡先：TEL：０３－３９３４－４１７６ ※祝日を除く月曜日～金曜日（１０：００～１６：００）

担当：小林（こばやし）

⑤ CAP’S大山東
おまつりのお手伝いをしてくださる方を募集します。

■日時：平成２９年７月１２日（水） １４：００～１６：３０

■内容：３・４・５歳児（幼稚園児）の夏祭りのお手伝いです。

■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

■締切日：平成２９年７月５日（水）１７：００まで

■連絡先：大山東（児童館）／大山東町８-７ 最寄駅大山駅徒歩３分

TEL：０３－３５７９－６７６７ ※恐れ入りますが９：００～１７：００にお掛けください。

担当：山田（やまだ）

⑥ CAP'S氷川
乳幼児の見守りをしていただける方を募集します。
夏まつりでのお手伝いを募集します。

■日時：（乳幼児見守り）平成２９年７月１１日（火） １０：００～１２：００

（夏祭り手伝い）平成２９年７月１４日（金） １０：００～１２：００

■内容： （乳幼児見守り）保護者が工作活動をしている間、乳幼児と遊びながら見守りをお願いします。（夏祭り手

伝い）乳幼児が参加する夏まつりの各コーナーをお手伝いください。

■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、上履き持参

■締め切り日： (見守り）平成２９年７月６日（木） １７：００まで

(夏祭り）平成２９年７月７日（金） １７：００まで

■連絡先：氷川（児童館）／板橋区氷川町２４－２

TEL：０３－３９６１－５７２３

担当：金子（かねこ）

子育て支援・ボランティア募集コーナー

＜板橋地区＞
☆板橋区立仲宿保育園
模様替えを手伝ってくださる方募集！
■日時：平成２９年６月から通年

■内容： 玄関周辺のアプローチや棚の飾りつけを手伝ってください

■募集条件： 特にありません

■その他： 汚れても大丈夫な服

■締め切り日： 特にありません
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■連絡先：板橋区仲宿５２－９

TEL：３９６１－８５７５

担当：奥泉

☆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：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

■締め切り日： 随時受付

■連絡先：板橋区仲町１４－１５ 最寄駅 東武東上線大山駅又は中板橋駅徒歩８分

TEL：０３－３９５６－４４３３ ※恐れ入りますが９：００～１７：００におかけください。

担当：鈴木 敦美（すずき あつみ）

☆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：高校生以上で健康で子どもの好きな方

■その他： 動きやすい服装・上履き

■締め切り日： 随時

■連絡先：板橋区幸町３－１

TEL：０３－３９７３－１３１１ ※９：００～１６：３０に連絡してください

担当：佐々(さっさ)

☆キッズタウンむかいはら保育園
地域の子育て支援
■日時：７月２４日、７月３１日、８月７日：９時３０分～１１時３０分

■内容： 親子遊び広場「のびのびクラブ」での保育の補助をお願いします。

■募集条件： １８歳以上で子どもの好きな方

■その他： 動き易い服装、上履き

■締め切り日： 7月10日

■連絡先：板橋区向原３－７－７

TEL：０３－５９１７－０７５２

担当：寺地、稲葉

＜志村地区＞
☆板橋区立蓮根保育園
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・上履きをお持ちください

■締め切り日： 特にありません

■連絡先：板橋区蓮根２－６－１５ 最寄駅 蓮根駅徒歩７分

TEL：０３－３９６８－０６８７

担当：木村（きむら）
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☆西前野保育園
西前野保育園でボランティアしませんか

■日時：日時要相談 （お休み：日・祝日・年末年始１２／２９～１／３）

■内容： 子どもの遊びの補助及び、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

■締め切り日：通年募集

■連絡先：板橋区前野町６－１０－７ （東武東上線 上板橋駅下車 徒歩１０分）

TEL：０３－３９６５－３１４４ （９：００～１７：００に電話くださると助かります）

担当：竹内

＜上板橋地区＞
☆上板橋保育園
保育の手伝いをしてくださる方募集

■日時：随時募集 ９：００～１７：００ ※時間相談可

■内容： 保育の補助をお願いします。

子どもと触れ合いながら一緒に遊ぶ相手をしたり、絵本を読んであげたり、保育士の手伝いをします。保育準備の教材

つくりや環境設定もお願いします。

■募集条件： 高校生以上（保育の勉強中の方、保育経験者大歓迎）

資格のない方でも子供好きな方、興味のある方。

■その他： 動きやすく、汚れてもいい服装・上履き・エプロン・三角巾・お弁当・水筒

■締め切り日： 随時

■連絡先：板橋区上板橋２－３－８

TEL：０３－３９３３－６９３５

担当：長岡

＜高島平地区＞
☆高島平あやめ保育園
子どもたちと一緒に遊びませんか？
■日時：要相談

■内容：保育に関わるお手伝い

■募集条件： １８歳以上で子ども好きの方

■その他： 動きやい服装・上履き

■締め切り日： 特になし

■連絡先：板橋区高島平８－３０－１

TEL：０３－３９３２－４７０８

担当：大澤（おおさわ）

☆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：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。

■締め切り日：随時受付

■連絡先：板橋区新河岸１-３-５ 最寄駅：高島平駅 最寄バス停：新河岸都営住宅入口

TEL：０３－３９３５－１３５４

担当：堀江
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◇山後育恵
元気をもらいたい人集まれ！
■日時：随時募集

■内容： イベント活動・環境整備・保育士体験

■募集条件： １８歳以上老若男女問わず健康な人

■その他： 福祉に興味があり・見学したい方もいらして下さい。

■締め切り日： 締切日はあえて設けません。

■連絡先：板橋区前野町６－８－２

TEL：０９０－３４５２－３５１４0

※連絡は１６:００以降でお願い致します。

担当：山後育恵

◇大場あや子
一緒にあそんでくださる方募集～！
■日時：要相談

■内容：お散歩や製作など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、エプロン

■締切日：随時

■連絡先：ぽっぽの家 板橋区大和町６－９ニューハイツ大和１０１ 板橋本町駅徒歩４分

TEL：０３－６９１５－５３１３

担当：大場あや子

◇鴫 博美
一緒に散歩して下さる方募集
■日時：月～金 ９：３０～１１：３０（補助ができるとき）

■内容： １歳児のお散歩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

■締め切り日： 平成３０年３月３１日

■連絡先：板橋区弥生町29-14 最寄駅中板橋駅徒歩１分

TEL:０３－３９７２－２２５９ １８時以降は０９０－６１５８－０４１３

担当：鴫（しぎ）

◇山室晴代
一緒にお散歩や公園で遊んでくださる方募集！
■日時：毎日１０：００～１２：００（月～金）週に１日可

■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

■締め切り日： 特になし

■連絡先：板橋区赤塚１－１－３ 最寄駅東上線下赤塚徒歩7分

TEL：０９０－６１５２－３８８８ ０３－３９７５－００８５

担当：山室晴代（やまむろはるよ）
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◇堀江けい子
水曜日のお散歩に同行して下さる方
■日時：平成２９年 毎水曜日９：４５～１１：００

■内容：１・２歳児のお散歩の補助

■募集条件：１回のみでも可 時間もご相談

■その他：動きやすい服装、帽子

■締切日：特になし いつでもお待ちしています。

■連絡先：志村１－１９－２０ 見次公園の側

TEL：０８０－５０８６－４６４２

担当：堀江（ほりえ）

12

発行

子育て支援員活動サポートステーション
（NPO法人 いたばし子育て支援・フラワー）

〒１７３－００２３
東京都板橋区大山町４０－４

『Ohyama SUKU SUKU CAFE&KIDS』２階
すくすくひろば内

TEL＆FAX : ０３－５３２６－９２２４
（平日１０:００～１８:００／土日祝お休み））

メールアドレス : mail@kosodatesien.jp

●ボランティア募集などの最新情報は
ホームページをご覧ください
http://kosodatesien.jp/

子育て支援員交流会のおしらせ

子育て支援活動をしている支援員さん、これから活動を考えて
いる支援員さん、皆さんと交流できる会です。すでに活動され
ている方はぜひ体験談をお聞かせください。また、地区リーダー
のご紹介、地区ごとのミニ交流会も予定しております。情報交
換や意見交換の場としてぜひご参加ください。

日時：７月８日（土曜日） １５：００～
場所：グリーンホール２階

※直接会場へお越しください。お待ちしております！

＜お知らせ＞

ご住所お電話番号に変更がある方は、≪板橋区子ども家庭支援センター≫まで
お電話もしくはメールにてご連絡ください。

TEL:０３－３５７９－２６５６
メールアドレス:kodomok@city.itabashi.tokyo.jp

編集後記

初めてのことで各所にご迷惑をおかけしましたが、お

蔭様で「すまいる」を発行することができました。こ

れから支援員の皆さまと支援先を繋ぐ架け橋になるよ

うサポートさせていただきます。どうぞよろしくお願

いします。 （編集担当：原田､山浦）


