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7月8日、子育て支援員養成講座（土曜中心コース）終了後、子育て支援員の交流会が行われまし
た。参加者の方は土曜中心コースとあって、お仕事に従事している方が多く、また子育て中の方
もたくさんいらっしゃいました。
それぞれ自己紹介をする中で、支援員としての活動 を始めたい方はもちろんですが、さまざま
なお話を 伺うことができました。
話し合いの中で出たのは、「子育て支援員の資格は 今後仕事に活かせるのではないか」、「子
育て・介 護を終えて次のステップへ進むための投資」という 意見でした。

「子育て支援でどのようなことがしたいのか？」とい うテーマの話しになり、
・定年後に何か貢献したい
・孫育てに活かしたい
・子どもが保育園でお世話になっているので、どこかでお返 ししたい
・保育園で給食担当していたので、子ども食堂に興味が
ある
など、具体的な話題となりました。

共通して聞こえてくるのは、子どもは好きだから関わり
た いけれど、ボランティア活動のハードルの高さや難
しさを 感じるという点です。
「板橋区子育て支援の知識を学び、フィードバックする
力を 持っていて信頼できる」という点で、児童館や保育
園から 非常に期待されています。
子育て支援員の資格を取得して終わりではありません。
これから研修会や地域別交流会にご参加 いただき、ご自
身の経験や人脈の輪を広げてみませんか？

子育て支援員交流会レポート
（サポートステーション）

＜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



７月７日（金）午前１０時～１２時「夏祭り」が開催されました。
53組の親子が参加され、多目的ホールは一杯になりました。
赤ちゃん寝相アート（七夕編）・キラキラ輪投げ・ヨーヨー釣り・七夕
とパンダをバックに写真撮影・スタッフのピアノ演奏・マジックショー・・・。
私も、輪投げコーナーを担当しましたが、たくさんの親子さんにふれあ
い、会話に楽しみに、素敵な時間を過ごしました。
１対１のご自宅での支援活動とは一味違って、さまざまな親子さんの笑
顔に触れ、とっても楽しい気
分になりました。
支援員の皆さまもボランティ
アを通して、子どもたちから
エネルギーを沢山いただきま
しょう。お勧めです！！！

晴天に恵まれた5月28日、平和公園にて「こどもわくわくフェスタ2017」が開催されました。午
前中から大勢の親子連れが訪れ、あちらこちらのエリアから楽しそうな声が溢れていました。
「家族であそぼう！ 子育て応援CAP‘Sパーク」をテーマに平和公園が一日テーマパークへと
大変身！ 児童館の趣向を凝らしたさまざまな演出に驚くばかり！どうぶつランド、のりもの
ランド、たべものエリア、ステージショーetc…。列を連ねて順番を待っているお子さんやパパ、
ママ、おじいちゃま、おばあちゃま。自分で作ったオモチャを満足そうに持っている子どもた
ち、嬉しそうに身につけている子どもたち。「おもてなし」がぎっしり詰まって！ 子育てを
応援するボランティアさんの参加も目立ちました。
とりわけ、大学生のボランティアは子どもたちの人気者、大活躍でした！
多世代間交流「こどもわくわくフェスタ2017」は家族でいっぱい、思い出いっぱい、笑顔がいっ
ぱい、さまざまな嬉しい光景が随所に見られました。
さぁ、楽しい笑顔をシャッターに収めて。終了時間が過ぎても、まだまだ遊び尽きない一日で
した！

小豆沢児童館「夏祭り」
7月7日 CAP'S小豆沢 （支援員N.Yさん）

ボランティア

体験レポ①

ボランティア

体験レポ②

こどもわくわくフェスタ2017
5月28日 平和公園

（NPO法人 いたばし子育て支援・フラワー）



【赤塚地区・児童館】 CAP’S西徳（児童館）
「ドキドキめいろ」のお手伝いをお願いします！
■日時：平成29年8月30日（水）9：30～12：00 13：30～16：30 ※時間応相談

■内容：幼児夏のイベント「ドキドキめいろ」のお手伝い（準備・運営・後片付け）をお願いします。

■締め切り：平成29年8月18日（金）17：00まで

■連絡先：西徳児童館（西台4-4-37／最寄駅 東武練馬駅徒歩10分）

TEL：03-3936-2409

担当：中島（なかしま）

「運動会」のお手伝いをお願いします！
■日時：平成29年10月26日（木）9：00～12：00

■内容： 近隣公園で行う幼児秋のイベント「運動会」のお手伝い（準備・運営・後片付け）をお願いします。

■締め切り：平成29年10月13日（金）17：00まで

■連絡先：西徳児童館（西台4-4-37／最寄駅 東武練馬駅徒歩10分）

TEL：03-3936-2409

担当：中島（なかしま）

【志村地区・児童館】 CAP'Sあずさわ（児童館）
なかよし運動会
■日時：平成２９年１０月４日（水） ９：００～１２：００

■内容：乳幼児親子対象の運動会です。 装飾準備から種目のお手伝いをお願いします。

■■締め切り9月20日（水）17：00まで

■連絡先：あずさわ児童館（小豆沢3-9-2-103／最寄駅：志村坂上駅徒歩10分）

TEL：03-3966-2825 （土・日・祝日を除く 9：00～17：00）

担当：大野（おおの）

ハロウィンパレード
■日時：平成29年10月末（日時が8月末に決定します） 9：00～12：00

■内容：乳幼児親子対象のハロウィンパレードです。 ポイントラリーのコーナー担当をお

願いします。

■締め切り：10月20日（金）17：00まで

■連絡先：あずさわ児童館（小豆沢3-9-2-103／最寄駅 志村坂上駅徒歩10分）

TEL03-3966-2825（土・日・祝日を除く9：00～17：00）

担当：川西（かわにし）

【板橋地区・児童館】 CAP’S向原（児童館）
乳幼児の見守りと活動準備および補助とお子さんの見守りをお願いします。
■日時：日時要相談

■内容：毎日の活動（プログラム）の準備および補助とお子さんの見守りをお願いします。

■締め切り：平成29年10月2日（月）17：00まで

ボランティア情報



■連絡先：向原児童館（向原1-18-5／最寄駅 地下鉄小竹向原駅より徒歩5分程度）

TEL：03-3974-6736

担当：内田（うちだ）

【高島平地区・保育園】 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。

■締め切り日：随時受付

■連絡先：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）

TEL：03-3935-1354

担当：堀江

【志村地区・家庭福祉員】 山後育恵（育子ルーム）
笑顔になりたい人集まれ！
■日時：月曜～金曜日の午前中

■内容：お散歩・環境整備・保育士体験

■その他：履歴書提出

■締め切り日：来訪日の一週間前

■連絡先：前野町6-8-2（前野町クロネコヤマト宅急便の近く）

TEL：090-3452-3514

担当：山後育恵

【板橋地区・おやこひろば】
おやこひろば・すくすくひろばで活動してみませんか？

■日時：月曜～金曜 11：00～16：00 ■内容：乳幼児の見守り ■締め切り：随時募集

■連絡先：03-5926-9224 大山町４０－４『Ohyama SUKU SUKU CAFE&KIDS』２階すくすくひろば 担当：松村

「妊産婦講演会」
保育ボランティアを募集します

日時 平成29年10月10日(火) 9：45～12：00
場所 高島平区民館ホール （板橋区高島平3-12-28 ３階）
内容 お子さん連れで講義を受けている方の保育のお手伝いをお願いします。
保育をするお子さんは乳児が中心になる予定です。
保育をしながら講義を聞くことができます。
お母さん支援をしてくださっている皆様にも参考になる講座です。

その他：動きやすい服装、エプロン
締切日：平成29年9月29日(金)まで
連絡先：高島平健康福祉センター

TEL03-3938-8621
担当者：松島、伊東

子ども家庭支援センターからのお知らせ①



「親子健康支援事業～乳幼児コース～」 

見守りボランティアを募集します! 
「親子健康支援事業」は、専門医のミニ講座と子育てアドバイスを行う事業です。小児科、耳鼻

咽喉科、眼科、皮膚科、歯科の専門の医師が健康に関するお話をされます。お近くの会場でお手伝

いをお願いします。 

～支援員にお願いすること～ 

   乳幼児の見守り、遊び相手になっていただきます。 

子どもたちのお母さん・お父さんがミニ講座を聞いている時に、子どもたち

の見守りをお願いします。 

開催日程及び会場 

時間はすべて１３：３０～１４：４５ 曜日はすべて木曜日です。 

健康福祉センター 

①    志村地区 ８月１０日 志村健康福祉センター （蓮根２－５－５）   

②   板橋地区 １０月５日 板橋健康福祉センター （大山東町３２－１５） 

③   赤塚地区 １月２５日 赤塚健康福祉センター  （赤塚１－１０－１３） 

CAP’S 児童館 

④    赤塚地区 ９月 ７日    西徳児童館      （西台４－４－３７）      

⑤   高島平地区 １０月 26 日 はすのみ児童館   （高島平１－５０－２） 

⑥   板橋地区  １１月 ２日  南板橋児童館     （板橋１－３９－１）     

⑦   志村地区  １１月３０日  富士見台児童館   （前野町１－８－１）    

⑧   志村地区  ２月２２日  志村児童館      （志村２－１６－１１）     

＜募集条件＞  １８歳以上の方で健康な方（支援員、２級、３級修了者いずれでも） 

 ＜申込締切＞  開催日前日までにお申し込みください。 

 ＜問合せ先＞  健康生きがい部 健康推進課 健康サービス係 担当：山本 電話（3579）2313 

子ども家庭支援センターからのお知らせ②



小学2年生の男の子のサポーター募集！！
小学2年生（平成28年度4月入学）の普通学級に、車いすで通っている男の子がいます。

本人は学校が大好きで元気に通っていますが、やはり時にはヘルプしてほしい時も……。

そこで、サポートしてくれる方を募集します。

関わり方は、さまざまです。通常学級介添員として、またはボランティアとして。

資格等は特に必要ありませんが、介助や介護、理学療法士の経験・知識・興味のある方も歓迎します。

介助の方法やポイントなどについては、詳しくお教えします。

●通常学級介添員としてのサポート●

区立の小中学校の通常学級で、障がいがある児童・生徒の介助をする仕事です。

【勤務日数】月20日以内（基本平日）

【場所】小竹向原近隣の小学校

【勤務時間】1日6時間45分（原則8:15～16:00 休憩1時間）給食有り

【賃金】日給6510円 【交通費】1日1000円を限度に実費支給

【内容】学校内の移動、トイレ介助、自習時間の見守り

（校内にはエレベーターがあり、階段の昇り降りで車椅子を運ぶことはなく、

給食も基本的に介助は必要ありません。）

また、本人は知的には問題なく、人見知りもなく明るくやんちゃな性格です。

●ボランティアとしてのサポート●

担当してくださる方の出来る範囲で相談しようと思います。

【内容】①家から学校までの送迎（朝、または帰り 徒歩10～15分）

お子さんと触れ合うのが好きな方、学校や教育に興味のある方も、ぜひ連絡お待ちしています！！

【連絡先】

e-mail：yuka-k@xa3.so-net.ne.jp（母、織田由香）

TEL：03‐5944‐4601（いたばし総合ボランティアセンター 担当：秋山）

地域別交流会のお知らせ
≪高島平地区≫
日時：９月30日（土） 10：30～11：30
場所：高島平地域センター 第１洋室

≪赤塚地区≫
日時：9月30日（土） 13：30～14：30
場所：下赤塚駅前集会所

内容：身近なおもちゃ作り
地域で楽しく、嬉しい子育て応援を一緒にしませんか！

サポートステーションからのお知らせ①



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 : ０３－５９２６－９２２４
（平日１０:００～１８:００／土日祝お休み））

メールアドレス : mail@kosodatesien.jp
※前号で電話番号に誤りがありました。訂正してお詫び

申し上げます。

●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/

編集後記

今回のすまいるはレポートを多めにお届けしましたが、

いかがでしたでしょうか。ボランティアの状況、現地

の楽しさなどが伝われば幸いです。また、今回は交流

会で様々な意見交換ができました。今後のサポートに

活かしていきます。 （編集担当：原田､山浦）

６月７日、保育士研修を取材しました。プログラムは『日々の保育から発表やイベントを発展させてみ

よう』という内容です。参加された保育士は、なんと120名。講師は「音の教室カリヨン」主宰の平松あ

ずさ先生、他３名の先生です。内容としては、先生が絵本にオリジナルのメロディや

歌をつけた「音楽絵本」を使い、「うたう」「つくる」「あそぶ」「えんじる」の４

つのテーマにわけて、レッスンを行うもの。１冊の本をいろいろな方向から感じてみ

ようという視点から参加者全員が音に合わせて体を動かし、硬い表情だった保育さん

たちも徐々に笑顔になりました。そして絵描き歌で「ライオンの絵」を描いてみる。

いろんな素材を使ってコラージュし、オリジナルが出来上がり、120人分を麻ひもに

つけてガーランドにしました。まさに圧巻でした！ 今日の研修は、子どもたちを楽

しませる仕掛け、アイデアが満載でした。

次回は11月12日（日）、グリーンホールにおいて支援者・支援員向け研修に、平松あ

ずさ先生を講師としてお招きします。ぜひご期待ください！

平松あずさ

音の教室『カリヨン』主宰・歌い手

玉川大学文学部芸術学科表現教育科卒業。

現在、100名以上の生徒を持つと同時に、東京を中心にコンサート活動

を年間約30公演行う。

板橋区保育士研修 取材

平成29年度 第１回スキルアップ研修会

平松あずさ先生による研修会
開催日時時：11月12日（日）13：30～15：00 場所：グリーンホール２階

サポートステーションからのお知らせ②


