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交流会のお知らせ

グリーンホール 2F
PM 3:00 ～ 4:00

12 月 8 日（金）

支援者・支援員の皆さんとの交流会です。
多勢の方のご参加をお待ちしております。

次回 64 号（1 月）ではサポート
ステーションよりアンケート
を同封いたします。
皆様のご協力よろしくお願い
致します。

29年度
アンケートのお願い
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第１回　スキルアップ研修会レポート
平成29年度

　11 月 12 日（土）グリーンホール２階にて講師 平松あずささんをお招きし、

平成 29 年度１回目の「板橋区子育て支援者・支援員スキルアップ研修会」

を行いました。

　ウォーミングアップで面白い楽器に合わせて歩く、走る。

　止まった時は近くの人とご挨拶。初対面の人が多く、目と目を合わせて

お辞儀をする動作は新鮮でした。

　遊び歌をみんなで合唱しました。

　「あなたのお名前は」はマイクを向けられたら大きな声で名前を言い、今

どんな活動しているかを答えました。

　「ひげじいさん」「まつぼっくり」「おてんきさん」「グーチョキパーがやっ

てくる」「ブタさんごきげんいかが」など音楽は知っていても歌詞が違うと

別の歌に聞こえ、大人も童心に返り楽しく体が動きました。

　音楽絵本は「うたう」「つくる」「あそぶ」「えんじる」の 4 つのテーマで、

色々な方向から感じます。

　絵本の読み聞かせ「まこちゃんドロップス」では、ピアノ、フルート、パー

カッションの演奏で、大人でも楽しいひとときを感じました。

ひげじいさん グーチョキパーがやってくる
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　プロジェクターを使い歌と組み合

わせて、絵本に出てくる「まこちゃん」

になりきって皆んなで楽しく歌いま

した。

　「まほうのドロップス」は、ドロッ

プスを色々なものに変身させそれを

歌に合わせて発表しました。

　次に、カラフルな色の布を使って音楽に合わせて動きました。おサルさ

んになって布を振りながら歌い、沢山の風船を膨らまし下に落ちないよう

にみんなで飛ばしたり、機械でシャボン玉を作りこわれないように風を送

りました。布を振るのは体全体を使うので疲れました。

　最後に絵描き歌。同じ曲（うた）で描いているのに笑っている、泣いている、

怒っている色々なライオンが出来上がりました。

　「うたあそび」「おとあそび」この内容は五感を育てるということを目的

とします。幼児の時期に必要な「感じる力」「想像力」「達成感」を味わう

ことに繋がります。

　すぐに出来る「うたあそび」「おとあそび」をみなさん自身でアレンジ

して、絵本や歌が大好きな子どもたちに喜んでもらえるプログラムが出来

れば良いと思います。

　とても有意義なスキルアップ研修会でした。

（T.O）

絵かき歌

シャボン玉とおサルさんになりました
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子育て支援員地域別交流会レポート

9月30日（土）　高島平・赤塚地区
　　　　　10月 7日（土）　上板橋・ときわ台地区
　　　　　10月 28日（土）　板橋地区
　　　　　上記日程で子育て支援員地域別交流会が開催されました。

　サポートステーションでは登録されている皆さ
んとお会いする機会が少ないので、今年度より区
内を５地区に分けてそれぞれの地域センターで地
域別交流会を午前・午後に行いました。
　参加者の方にはおもちゃを作り、現在どのよう
な活動をしているかを話していただきました。
　おもちゃは身近に有るものを利用して簡単に作れました。今回はカサ袋
を使って参加者の皆さんは、それぞれ可愛い手作りおもちゃ（びっくり箱）
を作ることが出来ました。

　次に、参加者の皆さんの活動内容は以下の通りです。
☆保育園で７～８年間ボランティア活動中。

☆児童館で定期的にボランティア活動中。

☆児童館で読み聞かせや手遊びうたなどのボランティア。

☆無償、 有償のボランティア活動中。

　次に講座の受講動機をお聞きしました。
☆「お嫁さんに受講してみたら」 と勧められた。

☆�現役をリタイアしてから広報いたばしを見て受講した方

などでした。

　他にはまだ一人ではボランティアに行けないと云う方もいました。
　お話をお聞きして皆さんの現状が少しわかってきました。
　これからも支援者同士、親睦を深めて情報を共有していきましょう。

（K.T）

出来上ったびっくり箱

地域センター和室にて

63号_すまいる.indd   4 2017/11/24   16:30:50



5

ボランティア活動レポート

　私は児童館での読み聞かせボランティアを 5 年間続けています。
　毎月「うさぎクラブ」、「くまクラブ」と活動時間の中で
手遊び歌、体操など一緒に楽しんだ後にお話会をしていま
す。「うさぎクラブ」は１歳児。お母さんのひざの上でゆっ
たりと聞いています。
　大型絵本は絵も色使いも見やすく、分かりやすく楽しめ
ます。次は紙芝居、次は布絵本と、こども達は輝く瞳で見
入っています。
　「くまクラブ」は２歳児。しかけ絵本と参加型の本では「お
おきくおおきくな～れ」と元気で参加します。大型絵本は
ストーリーと展開のある本、季節に関する本、昔話、子供
達の大好きな紙芝居を何点か持って行き決めてもらいます。
　今日の「うさぎクラブ」は多くの親子参加があり力が入りました。雨の日などは
数組の参加ですが、嬉しく心を込めて読みます。
　たまにお母さんから質問を受けることもあります。

「おうちでどのような絵本を読んであげたらいいのかしら」「本が好きになるには」等。
　他にも、地域の図書館やアイキッズでの読み聞かせの活動もしています。
　以前こんな出来事がありました。街を歩いていて小学生に挨拶をされびっくり。
当時「くまクラブ」に参加していた女の子でした。うれしく幸せな出来事でした。
　これからも少しでも長くこの活動をしていきたいと思います。

（Y.E）

10月 27日（金）10～12時「ハローウィンパーティ」が小豆沢児童館にて開催されました。
晴天にも恵まれ、子ども達はみな思い思いのコスチュームで集まりました。
先生方のリューチェルヘアとお化粧を見て思わず笑いがおこりました。
パレードは児童館からお隣のセブンタウンまで行い、私達ボランティア
は3箇所で魔女の衣装を身につけ子ども達を待ちました。(こんな機会
なかなかありませんよね )
泣いて怖がり近づけない男の子、ハッピーハローウィンと手をさしのべ
る子。子ども達とママの笑顔をいっぱい見ることが出来、楽しいボラン
ティア活動でした。

(A.N) 魔女に変身

ゆりの木児童館ホールにて
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子ども家庭支援センターからのお知らせ①

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。

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　TEL ３５７９－２６５６

～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～
◦援助会員宅
◦利用会員宅
◦児童館等

～料金（子ども１人１時間あたり）～
月曜日～金曜日 9：00 ～ 17：00 800 円
月曜日～金曜日のその他の時間 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

～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。
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子ども家庭支援センターからのお知らせ①

　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。

育児支援ヘルパー登録会・講習会を開催します。

～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 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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子育て支援員活動
サポートステーション
いたばし子育て支援・フラワー

（すくすくひろば）

編集後記
皆さんのボランティア活動へのご理解が少しづつ

増えております。ボランティアを通じて将来板橋

を担ってくれる子どもたちとふれ合う事は大きな

社会貢献ではないでしょうか‥‥‥

発行
子育て支援員活動サポートステーション（NPO 法人 板橋子育て支援・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
●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/

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、相生町、坂下、清水、蓮沼、泉町、大原町、志村、小豆沢
●高島平地区
　新河岸、高島平、三園（2 丁目）

ボランティア情報

【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 

◎�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
■締め切り：随時受付
■募集条件：18 才以上で子どもが好
　　　　　　きな方
■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）

【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：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

【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：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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