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地域別交流会
●上板橋地区

10月7日（土）10：30～11：30
常盤台地域センター 第一和室

●志村地区

10月7日（土）13：30～14：30
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●板橋地区
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※詳細は８ページをご覧ください

平成29年度 第1回

スキルアップ研修会
講師：平松 あずさ

11月12日（日）10：00～11：30
場所：グリーンホール2階

※詳細は７ページを

ご覧ください



７月から午前中私立保育園で働かせていただいています。
主に０歳、１歳のクラスを担当しています。
子育て支援員養成講座とその後の４，５年に渡るボランティア経験をさせて頂いたお蔭様で専門

の資格のない私でも何とか務めさせていただいています。

私は平成24～25年にかけて養成講座の２
級、３級を受講しました。３級を受けてか
ら１年くらいは時々家庭福祉員さんのお手
伝いをしていただけでした。もう少し定期
的に活動をしたいと、講座の最終日に紹介
のあった「子育て支援・フラワー」さんに
電話をしたところ、「見学にいらっしゃい
ませんか」と誘って頂き、大山ハッピーロー
ドでの週１回の親子ひろばで活動を始めま
した。生後間もないお子さんをあやしたり、
１，２歳の子どもと接し、子どもってこん
なに可愛いのだと改めて新鮮な驚きと喜び
を感じました。

毎週10組以上の親子が集い、子育ての悩
み相談や心境を話したりする中で、現代の
母親は昔と違って、ネットや育児書での情
報は持ってはいても、子育て経験のある身
近な隣人の生の情報がない中で孤独な子育
てをしていることも理解できました。
また、お母さん同士の交流の輪も自然と広
がっていきました。その他フラワーのスタッフとして度々児童館へお手伝いに行ったりと楽しい経
験をさせて頂くことができました。

平成25年に養成講座の２級を受講した後、ファミリーサポートの支援員として登録し、０歳から
小学２年生まで約30名のお子さん達の保育園や幼稚園の送迎や保育の経験をすることができました。

翌平成26年にフラワーさんが、NPO法人になってからは、「すくすくひろば」が平日は毎日オー
プンすることになりました。また以前から要望のあった一時預かりも始まりました。預けられたお
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子育て支援員レポート

保育園での仕事を始めて

有償で子育てに向き合った時に役に立ったボランティアの経験

さまざまなボランティア活動を経て、現在、保育園に勤めていらっしゃる支援員の方

からお話をうかがいました。



子さんはお母さんが居なくなり怒ってしまい、ずっと泣きどうしのまま眠ってしまうこともありま
した。お預かりするという緊張の中で子供たちの成長の喜びや笑いもたくさんありました。

養成講座終了後の色々な場での有償・無償のボランティア
活動で貴重な経験を重ねることができたことが、今、保育園
の現場でとても役に立っています。
保育園では、まずお子さんの安全確保が第一で最優先です。

おもちゃの取り合い、脇目も振らず走りぶつかって泣いたり、
トイレや着替えを嫌がって逃げ回ったり、見守りの中大変な
場面もある一方、子供たちからも沢山の笑いと喜びを貰って
います。

先生に「日々成長する子供の場面に立ち会える幸せなお仕
事ですね」とお話しすると「本当にそうなんですよね」と返
してくれました。
集団生活ですので子供たちにとって我慢の場面も多いです。

少しでも楽しい場所、また嬉しい出来事がありますように私
自身明るい心で接するよう心掛けています。（N.S)

【板橋地区・保育園】社会福祉法人有隣社福祉会 風の子保育園
お餅つきのつき手を募集しています！
■日時：11月9日（木）午前9時～11時の間

■内容：保育園行事「収穫祭」でお餅つきをします。お餅をついて下さる方、ぜひお力を貸してください。

■締め切り：11月2日（木）頃までにご連絡願います。

■連絡先：風の子保育園 （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 担当：鈴木 敦美（すずき あつみ）

【赤塚地区・児童館】CAP’S西徳児童館
「運動会」のお手伝いをお願いします！
■日時：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：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）
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ボランティア情報

【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



【志村地区・児童館】 CAP'Sあずさわ児童館 ハロウィンパレード
■日時：10月27日（金） 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）

【志村地区・家庭福祉員】 山後育恵（育子ルーム）
乳幼児と接する機会ゲットしよう
■日時：随時募集

■内容：午前中の散歩イベント活動助手

■その他：履歴書提出

■締め切り日：平日16時以降18時までに随時連絡ください

■連絡先：育子ルーム（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

【志村地区・家庭福祉員】 堀江けい子
金曜日の給食を作ってください！
■日時：毎週金曜日9：00～11：00（出来る日だけでも可）

■内容：献立表のメニューをお願いします

■その他：細菌検査をしていただきます。

■締め切り日：特にありません

■連絡先：志村1-19-20

TEL：080-5086-4642 担当：堀江けい子

【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

【高島平地区・保育園】高島平すみれ保育園
子どもたちと遊んだり、保育のお手伝いをしていただける方をお待ちして
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

■締め切り日：随時募集

■連絡先：高島平すみれ保育園（高島平2-28-6-101／最寄駅 高島平駅徒歩５分）

TEL：03-3936-1370 担当：栗本
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～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～ 

※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。 

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 12 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 

「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 12 月 15 日（金）締切厳守 

【問合せ・申込先】子ども家庭支援センター TEL３５７９－２６５６ 
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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、「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 12 月 22 日（金）9:30～12:00 

【場所】グリーンホール 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】●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 30 年１月 12 日（金）13:00～16:30 

【場所】まなぽーと成増 調理実習室（板橋区成増 1-12-4） 

東武東上線「成増」駅 下車徒歩 7分 

有楽町線・副都心線「地下鉄成増」駅 下車徒歩 5 分 

【内容】離乳食の講義と調理実習 

【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 12 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 
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平成29年度 第１回
スキルアップ研修会

講師：平松 あずさ さん
（株式会社カリヨン・カンパニー代表）

毎年、板橋区文化会館で親子コンサートを行っている平松あずささん。
親子コンサートといっても、子どもが好きな曲を聞かせるだけ
の内容ではありません。

音と絵本を融合させた「音楽絵本」の読み聞かせや、身近な
もので音を出してみる遊びなど、音に親しむ仕掛けがちりばめ
らているステージです。
「楽しむ」をコンセプトとした堅苦しくないコンサー

トに、毎回多くのファミリーが遊びにきています。
そんなステージを作る平松さんに、今回、わらべ歌や
手遊び歌、また身近なものを使った楽器遊びなど、お
子さんとの遊びの場面ですぐに役に立つアイディアを
教えていただきます。楽しみながら、皆さんのレパー
トリーを増やしませんか？
この機会にぜひご参加ください！

11月12日（日）10：00～11：30
場所：グリーンホール2階

※前号で記載した時間と変更になっております。ご注意ください！
申し込みは別紙にてお願いします

プロフィール

平松あずさ

株式会社カリヨン・カンパニー 代表

音の教室カリヨン  主宰

幼少期から児童合唱団で歌い、「うたうこと」を通して自分を表現す

る楽しさを学ぶ。 大学では表現教育科を卒業し、2000年音の教室カリ

ヨンを立ち上げ、今年で18年目を迎えた。毎年100名以上のレッスン生

を持ち、延べ1000人以上の生徒にレッスンを行ってきた。絵本に音楽

をつけて語り聞かせ、その絵本をあそぶという「カリヨンメソッド」を確立し全国へ広めるべく活動中。保育士研修に

も力を入れる。

2017年自らがお話を作った音楽絵本「まこちゃんのドロップス」をユニバーサルミュージックと共同で制作し全国発売

に至る。 音の教室カリヨン http://carillon-music.jp

サポートステーションからのお知らせ
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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
※60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

９～１１月で、地域別交流会、スキルアップ研修会

を開催します。該当地域の支援員の皆さまと子育て

支援に関するお悩みや意見交換できればと思ってお

ります。たくさんの方のご参加お待ちしております。

（編集担当：原田､山浦）

地域別交流会のお知らせ
●上板橋地区
10月7日（土）10：30～11：30 常盤台地域センター 第一和室

●志村地区
10月7日（土）13：30～14：30 志村坂上地域センター 和室B

●板橋地区
10月28日（土）13：30～14：30 仲宿地域センター 第一和室

おもちゃコンサルタント・おもちゃインストラクターによる「おもちゃ作り」 体験型地域別交流会です。

子育ての現場で役に立つ、簡単でお金のかからない手作りおもちゃをみなさんで作りましょう。そのほか、

子育て支援の現場での悩みや情報交換、これから支援を行いたい方の相談などを企画しています。当日飛

び込みの参加も大歓迎です。

申し込み＆問い合わせは子育て支援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）まで

登録されているご住所から該当する地域をご確認ください！
●板橋地区

板橋、稲荷台、大谷口、大谷口上町、大谷口北町、大山町、大山金井町、大山西町、大山東町、加賀、熊野町、

小茂根（1丁目1番）、幸町、栄町、中板橋、仲宿、仲町、中丸町、氷川町、双葉町、富士見町、本町、南町、

向原、大和町、弥生町

●上板橋地区

上板橋、小茂根(1丁目1番を除く）、桜川、東新町、常盤台、東山町、南常盤台

●赤塚地区

赤塚、赤塚新町、大門、徳丸、中台、成増、西台、三園（1丁目）、四葉、若木

●志村地区

蓮根、東坂下、舟渡、前野町、宮本町

●高島平地区

新河岸、高島平、三園（2丁目）

サポートステーションからのお知らせ


