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自然災害と猛暑の日本列島。

多くの方が被災され、多くの方が犠牲

となられ映像での被害を目にするたび

に心が痛みます。

平成 30 年 7 月豪雨により亡くなられた

方々に謹んでお悔やみを申し上げると

ともに、被災された皆様に心よりお見

舞い申し上げます。
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　親が子に抱く感情を一言で表すには、表題の言葉の前に「あなたが生まれて」を付け加えればよい

でしょう。

　また、表題に表された感情は、すべてのボランティア活動の動機になりうるものです。つまり、誰

の心の奥底にもその気持ちが備わっていて、目の前に子どもがいれば子どもに、ペットがいればペッ

トに、道端の草花に心動かされれば草花に、そして、小鳥のさえずりが心の琴線に触れたら小鳥に、

その気持ちが沸き上がるはずです。同時に、その対象を大切にしようと考え、その対象がその生命を

燃やしつくすまで寄り添いたいと思い、その成長を願うものです。その心情は、一般に「慈悲の心」

と呼ばれています。

　そのような「慈しむ心」は、対象との出会いによって湧き起こり、自発的に対象のための行動を起

こす動機になるのです。つまり、「慈しむ心」は、すべて生命あるものに向けてのやさしさの源です。

読者の皆さんの「慈しむ心」を温泉の如く掘り起こし、湧出させたいと願ってこの原稿を書いています。

板橋区子育て支援員養成講座でボランティア論を講義した私はみなさんに既にお会いしていて、みな

さんへの「慈しむ心」が働いて原稿を引き受けました。

　さて、子育て支援に限って申し上げますと、こどもたちの身体、表情、仕草すべてが成長し開花し、

生命の輝きに満ちているのを目の当たりにすることになります。そのとき、私たちは、その子どもた

ちの成長を願い、幸福を願うやさしい気持ちに包まれることになります。この子育ての喜びを味わう

事から分かるように、ケア（世話）する事は、する側される側の双方に大いなる恵みを与えるのです。

みなさんには是非、ボランティア活動にチャレンジしていただきたいと考えて、受け入れ先候補とな

る、保育園、児童養護施設、あいキッズを訪問してきました。

　保育園には、最近よく話題になる発達障害のお子さんが多数通園して、その子たちにはより良く見

守りしてあげたいそうなのですが、制度上保育士の数を十分そろえるのは難しいようです。そこで、

皆さんのような方々のボランティアを待っているそうです。

　児童養護施設には、幼児から高校生まで、親と別れて暮さざるを得ない子どもたちが暮らしていま

す。私は第三者委員をやっているので、子どもたちと面談をしています。縁が生まれた子どもたちを

何度自宅に招いたことでしょう。また、淑徳祭という勤務校の文化祭にやってくる子どもたちを何人

迎え入れたことでしょう。板橋区内には、3園（氷川町、前野町、西台）もあるので、是非そこでの

ボランティアも考えてください。

　そして、板橋区のすべての小学校で放課後に実施されている「あいキッズ」では、校庭や校舎内で

の遊び、学習の見守り以外に、毎日のようにイベントを開催しています。そこで特技を持つボランティ

アが活躍していました。最近では、リタイヤした方が、手品で子どもたちと触れ合いたいという事で

活動を始めるようです。

　このように、淑徳大学のある前野町周辺を見ただけでも、みなさんの「慈しむ心」が発揮できる場

があります。サポートステーション、あるいは、いたばし総合ボランティアセンターにボランティア・

コーディネートをお願いして、活動を始めてください。

寄稿　淑徳大学短期大学部　塩野敬祐

「ともに生きることができてうれしい」
～ボランティアへのいざない～
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子育て支援員　ボランティア活動　紹介

　乳幼児対象に読み聞かせのボランティアをしている江沢です。

乳児はお母さんの膝の上でゆったりと聞いています。幼児は並んで

聞いていますが、いつの間にか本のまわりに集まってきています。

　幸せな時間です。絵本に親しんで、絵本にさわってほしい気持

ちです。今日も絵本、紙芝居、布絵本と季節の楽しいお話しを届

けます。

♥読み聞かせボランティア

　仲間と一緒にボランティア活動の継続・・気持ちは全員同じ、児童館などでのボランティア活動

の他に自分たちで親子交流会を実施、現在は「すくすくひろば」活動を実施しています。この継続

活動からメンバーはいくつかのエピソードがあります。親子交流会や、すくすくひろばの利用親子

が町で「こんにちわぁ～」「〇〇さ～ん」と声かけされるときは感激です。春には、「幼稚園の制服

見てください」と親子で見せに来てくれる親子の姿や、

秋になると「幼稚園どこがいいかしら」とポツリと言

葉がでるお母さんへの対応もあります。地域で子育て

支援に関わるフラワーのボランティア活動での嬉しい

一部のお話です。

♥親子ひろばボランティア

　赤塚保育園に於いて、９年間、保育ボランテイアとして「横田

のおじちゃん」と園児や先生方から親しまれていらっしゃる支援

者の横田さん。園児に向けた手作りおもちゃ、遊ばせ方を独自で

考えていらっしゃるほど、ボランティア活動に熱心です。

　保育園を卒園し、小学校の運動会で子どもたちの成長した姿に

出会い、とても嬉しい思いがします。ボランティア活動は自身の

生きがいです…と、満面の笑みを浮かべておっしゃいます。

　地域に根ざしたとても貴重なボランティア活動のお話を伺うこ

とができました。

♥保育サポートボランティア
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こどもわくわくフェスタ 2018

5 月 27 日、初夏の眩しい日差しの中、平和公園において「こどもわくわくフェスタ」が開催されました。
子育て家族に楽しんで頂けるために、児童館の趣向をこらした様々な遊びのコーナーがあり、たくさん
の親子たちが集まりました。当日は、子育て支援員さんが遊びのコーナーに入って、ボランティアを
して下さいました。
支援員さんたちのボランティア活動「感想一言集」をまとめました。

✿ 「水あそび」コーナーを担当しました。お父さんと手をつなぎ、うれしそうな子ども達。
夢中で水をかけて喜ぶ姿に、学生ボランテイアの方々が熱心に対応し、共に喜ぶ姿勢に
感心させられ、励まされました。楽しい一日でした。（Eさん）

✿ おむつ替え、授乳のテントに居ました。おむつ替えには家族全員が入り、ギューギュー
でした。母乳のテントは、同じ年齢のお母さん同士の会話が微笑ましかった。（Oさん）

✿ ペンギン、うさぎに水かけ。夢中で長い間遊んでいる子どもが多かったです。
　炎天下だったのでテントが欲しかったです。（Sさん）

✿ なかなかボランテイアに踏み出せない中、わくわくフェスタへ皆さんで行けて自信がつ
きました。（Tさん）

✿ 授乳、おむつ替えコーナー担当でした。混むということは殆どなくて、スムーズでした。
多分２か所設置したのが良かったのだと思います。もう一か所の地図の案内もあれば尚
良いのではと思いました。（Sさん）

✿ 「うさぎ、ペンギンにシャワーをかけよう」コーナーでは、シャワーをかける親子連れも気
持ち良さそう！楽しそう！うれしそう！大勢の家族そろって賑わう光景でした。（Nさん）

　子育支援養成講座を学び、縁あって児童館でスポット的に「必要とされている時に」ボランティア
をしてきました。
　今回は青空の下での参加親子へ声をかけたり、各コーナーで児童館
の先生方の指示で親子への対応などです。
　得意な事を「おすそわけ」する事もボランティア。はじめて出会っ
た親子と会話をしたり、笑顔をいただいたり、これも又ボランティア
です。
　皆さんも講座の学びから、
日々の生活やお仕事とは違う
自分を発見できたり、学びを
得たりボランティアからの双
方向のものを感じてみません
か。　　　　　　　　　( Ｍ )

＠平和公園
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サポステ交流会レポート

　2018 年 7 月 14 日（土）、子育て支援員養成講座（土曜中心コース）最終日に、サポステ

交流会を開催しました。

　サポステ交流会では、子育て支援員・支援者の皆さんが集い、交流や情報交換することを

目的に開催しています。この日修了証を手にした新しい支援員 11 名、以前に養成講座を修

了し、現在様々な場で活動をしている支援員 9 名（内スタッフ 5 名）、計 20 名に参加して

頂きました。

　今回の交流会では「ストローを使ってお花を作ろう」として、手作りおもちゃの製作をし

ました。皆さん忙しく手を動かしながらおしゃべりも交えて、和気あいあいとした雰囲気で、

楽しんでいました。おもちゃはコミュニケーションツールの一つです。子どもの成長は目ざ

ましく日々変化するのでその都度年齢に合ったおもちゃが必要になります。今回はお子さん

にも無理なく作れるおもちゃですので、お子さんと一緒に作って頂き、楽しいひと時を過ご

して頂きたいと思います。

　　　皆さんの感想

　　　　・楽しく作れました

　　　　・子どもが二人なので 2 個作りました

　　　　・切ったり貼ったり手を動かす事が楽しい

　　　　・完成までのわくわく感が楽しい

　　　　・また参加したい

　　 ＊ サポステ交流会は年 2 回開催します。皆さんが地域の活動を通して学んだ生の

　　 　体験や経験など、いろいろな情報や意見を伝えて頂き、新旧の支援員の交流の

　　 　場としてご利用頂けますよう宜しくお願いいたします



6

交流会レポート

　今年はじめての参加の方も「同じ気持ちで申し込みました」と交流会
が始まりました。
　今回は保冷剤を使った「アロマディフューザー」作りです。
　「これは友だちに教えたいわ」「孫の夏休みの作品にもいいですね」と
会話も弾みました。
　参加された方の中に、同じ保育園で
朝夕のお仕事をされる方と、朝のみの
お仕事をされる方が園内でなかなかお
話しをする時間がないですが「今日は
よくお話しができました」と交流が深
まった様子が伺えました。
　他には同じ保育園で 8 年間も朝夕
お仕事をされている方の参加もあり
ました。
　昼間の空いた時間の使い方や、保育
園でのお仕事でのコツなどを経験者と
して私たちにお話しして下さいました。
　話が進む中で、お互いに子育て中の
頃を思い出され「少年野球でお顔はみ
た事がありますね」となり、チームは違ったそうですが皆さんの子育て
中の話からお孫さんの話、今どきの子育てやお母さんの話となり講座修
了者としてお仕事やボランティアの時に「おばあちゃん的な見方で接し
ていますよね」などと、ひと呼吸おいた子育て支援で活躍されている様
子もうかがえました。
　参加された方からボランティア情報の内容へのアドバイスもいただき
ました。
　「活動の見守り」などと指示がある時は、どんな見守りか どんな事か
具体的に書いて頂けると「はじめてのボランティアへ行く方へは親切で
はないでしょうか」など、改善できる事は反映させていただく事もお約
束をしました。
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　地域別交流会を昨年に引き続き今年度も実施しました。サポートス
テーションへ登録されております皆さんが対象です。
　地域に同じ講座を学んだ方の活動や、ボランティアへ対するお気持ち、
子育て支援に対する考え方などをお互いにお話しをしたり聞いたりする
場です。
　その他に今回は「保冷剤を使ったアロマディフューザー」を参加され
た皆さんと一緒に作りました。手を動かしながらの交流会です。昨年度、
今年度と参加して下さった方もいらっしゃいました。
お顔なじみの方も居るなか、「地域に講座修了した方がどんな活動をし
ているかお聞きしたく参加しました」とお話になるかたもいらっしゃい
ました。
　参加された方々皆さんの活動はそれぞれです。
　「お仕事を長年やってきましたので今は積極的に自分の時間を見つけ
てボランティアをやっています」
　同じ様にお仕事を長年板橋区以外でやってきた方は「ボランティア活
動をする事で板橋区の事を知る事も出来ます」と話して下さいました。
　地域で長くそして現在も町会などで活動されている方は、「近くで
ボランティアができる事が続くコツである」とのお話しをお聞きでき
ました。
　定期的に保育園でのボランティア活動をする方、スポット的に児童館
や健康福祉センターなどへのボランティア活動をする方と皆さんのライ
フスタイルにあわせた活動です。その活動の中から、それぞれ皆さんご
自分の宝物としての喜びや発見をお持ちのようでした。
　そして板橋区外でのボランティアをしている方も、昨年に引き続き参
加して下さいました。そして、昨年の出会いからスキルアップ研修会へ
も参加して頂いた方もいます。
　参加されている方の中には、ファミリーサポートだけの活動をしてい
ますが、「もうすぐ 70 歳になりますのでボランティア活動も出来る様に
なると思っております」との心強いお言葉をいただきました。
　今年度の地域別交流会は終了しましたが、サポートステーションでは
全体の交流会を 12 月に、スキルアップ講座 ( 全 3 回) を平成 31 年 1 月
～ 3 月迄に予定しております。
　皆さんの積極的な参加を活動に反映させていきたいと思っており
ます。
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板橋第六小学校板橋第六小学校

板橋第七小学校

板橋電話局前

東武東上線
東武東上線

板橋電話局前

大山金井町大山金井町
板橋第七小学校至池袋▼

▲至和光
254

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）

大山駅

文

文

編集後記
サポートステーションでは地域別交流会・交流会と6月～ 7
月にかけて終わりました。
サポートステーションへの登録者の皆さま熱中症には充分お気
を付け下さい。
汗が出ない時はもう脱水の症状だそうです。
屋外は勿論、室内での活動時にもこまめな水分補給を心掛けて
1時間に1回とは云わず、30分に 1回程の水分を体内へ入れ
ながら猛暑を乗り切りましょう。

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）
〒 173-0024 東京都板橋区大山金井町 34-9  すくすくひろば内
TEL&FAX：０３－５９２６－９２２４（平日 10：00 ～ 18：00 ／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/

【板橋地区・保育園】
旭保育園 
◎保育のお手伝いをお願いします
■日　　時：８月１日～３１日
　　　　　　日数や時間については要相談です
■内　　容：子ども達と一緒に遊んだり小さい子の
　　　　　　お世話をお願いします
■募集条件：18 歳以上で子どもが好きな女性の方
■そ の 他：動きやすい服装・上履き
■締 切 日：平成 30 年 7 月 27 日（金）　17：00 まで
■連 絡 先：大山金井町 56-1  
■最 寄 駅：最寄駅大山駅徒歩３分
　　　TEL：03-3974-9441　担当：山崎（やまざき）
　　　※恐れ入りますが 9：30 ～ 5：00 におかけ下さい

【高島平地区・福祉センター】
高島平健康福祉センター 
◎妊産婦講演会
■日　　時：平成30年10月11日（木）  9：45～12：00
■内　　容：

■そ の 他：動きやすい服装・エプロン
■締 切 日：平成 30 年 9 月 28 日（金）　17：00 まで
■連 絡 先：高島平 3-13-28  
　　　TEL：03-3938-8621　担当：伊東・松島
※恐れ入りますが平日 8：30～17：00 にお掛けください。

【板橋地区・家庭福祉員】
細田みゆき　保育室ちゅうりっぷ 
◎一緒にお散歩してくださる方募集

■日　　時：９：30 ～ 11：30（週１回～　）
■内　　容：0～2 歳児のお散歩の補助をお願いします
■募集条件：18 歳以上で子どもと遊ぶことがすきな方
■そ の 他：動きやすい服装・走れる靴
■締 切 日：随時
■連 絡 先：板橋区双葉町 12-8-101  
■最 寄 駅：中板橋駅から徒歩６分
　　　TEL：03-6915-5991　担当：細田（ほそだ）

※写真掲載に関しては、当日参加者のご了承をいただいております。

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

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。


