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スキルアップ研修会のお知らせ
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「産後うつ」の話。
自律した育事への
手助け。

おもちゃはコミュニケーショ
ンツールのひとつです。

「感じる力・考える力を
　   手作りおもちゃから
　　　　   学びませんか？」

今回 64 号ではサポート
ステーションよりアン
ケートを同封させてい
ただきました。
締め切りは 2月16日㈮ 
となりますので皆様の
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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　私は仕事から解放された時期に、ひょんなことから平成 21 年度の子育
て支援者講座（３級）を受講して、その 10 月から板橋区立赤塚保育園で
2 才のお子さんの遊び相手と遊具 の修理や時節柄園庭の落ち葉の清掃な
どのお手伝いを主に週 3 日お邪魔することになり ました。翌 3 月から保
育室での遊びが多くなりときには濡れたパンツの交換も、孫と遊 んでい
るのと変わりなく全く違和感はありませんでした。ここがいまだにお邪魔
してい る原点だと思います。
　赤塚保育園では 3 才（みかん組）になると 2 階の保育室に移ります。
子供達も大きく なった実感と自信を持つときです。私も園児と一緒に 2
階に移動し給食を一緒にしたり、 配膳のお手伝いなどもするようになりま
した。この頃から「遊技にもスポーツのルールを・遊びにも科学を」の思
いを伝えたいと考えてきましたが、言葉の達者ではないみかんさんに伝え
るのは大変難しいことで試行錯誤の手探り状態で接していました。そこで、 
身近にある紙コップ・牛乳パック・ペットボトルなどを使って一緒に工作を
始めました。
　例えば、ロケットの飛ぶ原理、自動車の走る原理など、小さい子供達
に理解して貰うのは無理ですが、物のを作るのには準備が必要なこと、
作るための手順があることなど 設計図まがいの図を作って説明をしなが
ら、風船のジェットエンジン車や輪ゴムエンジ ンの船等を一緒に作ったり
遊んだりしながら触れてきました。

　左の写真は 5 才児が、牛乳パックに思い
おもいの模様を 描いてゴム動力船の製作
風景です。竹ひごを通して水かき をボンド
で貼り付ける作業などは、みな一様に手こ
ずって「どうやるの～」「できな～い」の声
が上がりましたが、 写真のような船が完成
したときはどの子も満足そうに顔を 輝か
せ、水かきが回ったときにはビックリ・歓

すみれ保育園にて

ボランティアレポート
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声を上げて いました。遊びを通じて、どうして動く
のかなの疑問、苦労して出来上がったときの達成感、
自作のオモチャで遊ぶ楽しさを味わってもらえたよう
でした。
　みかん組からめろん組、ぶどう組になるに連れて自
我が芽生えオモチャのとりっこ、もめ事も多くなりま
した。思いを相手に伝えることの難しい子供達に、マイクをむけてお話を
きくことで、①考えをまとめる。②考えたことを言葉に変換する。 ③相
手に伝える。④相手の話を聞く、理解する。力の育成になればと小冊子
に残すようにしました。また、系統的に一つのことに取り組むことで集中
力や知る（学習する）ことへの努力する気持ちを誘発するお手伝いと新一
年生が隣のお友達の鉛筆など間違えて持ち帰ると聞き、なまえと平仮名
の練習を始めました。
　しかし、私たちがやってはいけない先生方のお手を煩わせたり、保育時
間の邪魔をしたりが気になっています。夏場のプール開放などのお手伝い
もしておりましたが、近年、先生方にも園児達にも労られながら、私だけ
楽しい時間を戴いています。
　平成 26 年から、園児の日常とインタビューのやり
とり、先生の書かれる行動日誌の一部を拝借して写真
のような「ぶどう組の記録」を作り、卒園児にお礼を
込めて贈っています。読めるようになったら読んで貰
おうと思っています。小さい頃のたのしくあんなこと
こんなことくすぐったい想い出と次の活力になってく
れると良いなと思いながら作っ ています。
　園児達は毎年孫が小さくなって帰ってきたようで、あれもこれもしてあ
げたいと思うのですが、何をしたら良いのか何もできずに毎日楽しく接し
て貰っています。                   
　園長先生はじめ、大勢の先生方に本当によくして頂き、思いがけず長
いことお世話になりました。
　有り難うございました。紙面を借りて御礼申し上げます。

Y.Y

ぼくの、わたしの
生活発表の記録

ペットボトル動力車の製作
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平成２９年度
第２回・第３回スキルアップ研修会のお知らせ

第２回
　「産後うつ」自律した育事への手助け

【日時】平成３０年２月２４日 ( 土 )
【場所】グリーンホール６０１会議室
【時間】午前９：３０～１１：３０
生活環境の変化で陥る可能性のある産後うつですが、その時期を少しの手
助けがあると自律した育児に向かえるようになります。
訪問事業により、日々あちらこちらを廻られている藤田先生に経験的なお
話しをしていただきます。子育て支援活動の中で、いろんな角度からの講
座を学んでみてはいかがでしょう。

【講師】３５( 産後 ) サポネット in 荒川　　代表　藤田  房江

第３回
　おもちゃはコミュニケーションツールのひとつです。
　　　「感じる力・考える力を手作りおもちゃから学びませんか？」

【日時】平成３０年３月１０日 ( 土 )
【場所】グリーンホール６０１会議室
【時間】午前９：３０～１１：３０
おもちゃインストラクター講師をお招きしておもちゃ作りを実施します。
一言で、おもちゃといっても奥深い思いがあります。私達には忘れかけて
いたおもちゃが身近にすぐ遊べることを忘れていました。
今現在は買うことで親も子も満たされているこの頃です。でも、物を切っ
たり、結んだりしていろいろな型を作ることが出来、頭脳発達それぞれの
機能を使い忘れかけていた遊び、手作りおもちゃを取り入れながら、子育
て支援員の方たちにもぜひ参加していただきたく企画しました。
短い時間の中ではありますが、自分自身の手作りおもちゃをぜひ持ち帰り
活用して下さい。
おもちゃで多世代交流、学びませんか。
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　今回は「サポートステーション」の自己紹介と昨年 12 月の交流会の様子を
お知らせします。
　サポートステーションを「サポステ」と呼んで下さい。
　サポートステーションは「すまいる」を発行しているだけではありません。
　他にも支援員の皆さんの活動をフォローしている所です。
　「すまいる」発行（年６回）・スキルアップ研修（年３回）・交流会（年２回）・
支援者・支援員の皆さんからのご相談対応。
ボランティア情報の収集・ボランティアのマッチング・ボランティアの実績収集。

➡
区へ報告

　その他には今年度から「地域別交流会」を区内５箇所で実施。HP のアップ
です。上記のことを皆さんと同様の支援者・支援員の講座受講した「縁」でボ
ランティア活動をしていた「フラワー」が担っています。

　それでは今回は 12 月の交流会の様子をご紹介します。
　今回は「手を動かしながらの交流会です」
　今年は戌年と云う事で「ロープで作る犬」を年末のひとときを参加者の皆さ
んとサポステのスタッフと一緒に作りました。「子育て支援」と云うワードの
つながりと１つ同じ目標（ロープの犬作り）からの交流ができました。

【参加された方から】
・子どもが小さいので時間の許す限りの中でのボランティア活動をしてみたい。
・ご連絡いただけましたら日程の許す限り活動したい。
・手作りなど何かを作り出す事をやってみたい。
など参加された方の子育て支援へのお気持ちをお聞きする事ができました。そ
してかわいいロープの犬も仕上がりました。
　講座で学び実習した事を就労へ活用する方、現在就労をしている方、有償ボ
ランティアで活用する方、無償ボランティアで学びを地域へフィードバックす
る方とそれぞれと思います。
　子育て支援で繋がる講座修了者は区内に約 1,000 名の方がいます。この皆さ
んが地域に貢献し板橋の子育て支援の一翼となりそしてこの一翼から得られる
キーワード探しをしてみませんか。

《サポートステーションレポート》

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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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
サポステスタッフは、２月の豆まきの頃には皆さ

んが「すまいる」を手にとっていただく姿を思い

ながら、にぎやかに作業を進めて

おります。

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

【赤塚地区・児童館】
西徳児童館 
◎職員と一緒に乳幼児の見守りをお願いします！
■日　　時：平成30年2月27日㈫・3月8日㈭・3月20日㈫
　　　　　　いずれも 9：30 ～ 12：00
■内　　容：職員と一緒に乳幼児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 切 日：2/27…2/20㈫　3/8…3/1㈭　3/20…3/13㈫  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・家庭福祉員】
山後育恵（育子ルーム） 
◎子供好き集まれ！
■日　　時：平日午前中 9 時～ 12 時
■内　　容：お散歩・行事・児童館などの補助
■募集条件：18 歳以上 75 歳（元気な方であれば）
■そ の 他：男女問わず
■締 切 日：特になし
■連 絡 先：東京都板橋区前野町 6-8-2 
　　　TEL：090-3452-3514
　　　担当：山後育恵

【赤塚地区・児童館】
西徳児童館 
◎行事「おいわい会」のお手伝いをお願いします！
■日　　時：平成 30 年 3 月 14 日㈬・3 月 15 日㈮
　　　　　　9：00 ～ 12：00
■内　　容：行事「おいわい会」のお手伝い（準備・運営・後片
　　　　　　  付け）をお願いします。1 日だけでも構いません。
■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 30 年 3 月 7 日㈬　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）

【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。
■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：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


