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交流会のお知らせ

場所：区立グリーンホール
　　　601会議室

時間：15時～16時
12月 13日（木）

スキルアップ講座
日程のお知らせ

●平成 31 年 1 月 12 日 ㈯　午前開催

●平成 31 年 2 月 3 日 ㈰　午前開催

●平成 31 年 3 月 3 日 ㈰　午前開催

場所：区立グリーンホール　601 会議室
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ボランティアレポート

　今回はすまいる 67 号（7/31）へ寄稿
いただきました、淑徳短期大学部 塩野敬
祐先生のご紹介に依る淑徳短期大学子ども
学科の学生さん 4 名とサポートステーショ
ン登録者の方 2 名に依る、地域の子育親子
むけのボランティア活動が行われました。
　サポートステーション登録者 2 名の方は、
お話し会（読み聞かせ）・動くおもちゃ作
り指導のボランティアです。
　学生さんのボランティアは、柔軟性を考
えおもちゃ作りの時お母さんたちへの声か
け、お子さんへの見守り活動と役割分担を
しました。
　始めに自己紹介、そして活動の流れを説
明し活動が始まる前に全員でおもちゃ作り
も体験し、緊張をほぐしました。
　学生さんたちはお話し会で使用する絵
本に興味を持たれ、手に取る姿も見られま
した。
参加者の方が揃った所でお話し会から始ま
りました。お話し会のボランティア活動を
している方は、サポートステーション登録
後に読み聞かせの学びをされた方です。
　お子さんたちは前に進み出て絵本に興味
を持ち、さわったり、声を出したりしなが
ら楽しいお話し会を体験できました。
　次は動くおもちゃ作りです。参加のお母
さんたちが色を塗ったり、セロテープでと
めたりと作業が続き、集中力を発揮されて

個性的な作品ができました。。
　学生さんたちははじめてであったお子さ
んと接しながら、向き合い声かけをし遊び、
お子さんたちの反応に一喜一憂する場面も
見られました。
　こうして、はじめての試みのサポート
ステーション登録者と、学生さんによる子
育て親子へのボランティア活動は終了しま
した。
　塩野先生の寄稿文から「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
ざないで、出会いから「慈しむ心」がわき
起こり、自発的に対象のために行動を起こ
す動機になると書かれています。
　初対面の 3 者の方たちによる出会いが
あり、「慈しむ心」の芽生えが起こり、参
加された子育て中のお母さんたちとお子
さんたちも多勢の方たちの「慈しむ心」を
感じとれたのではないでしょうか。これ
はやはり塩野先生のケア（世話）する事は、
する側される側の双方の大いなる恵みを
与える現象を今回の活動から発見できま
した。
　さあサポートステーション登録者のみな
さん、この秋ボランティア情報が増えてい
ます。ご自分の内なる声を聞いてボラン
ティアへ一歩前進してみてはいかがでしょ
うか。
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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 30 年 12 月 21 日（金）13:30 ～ 16:30
【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】板橋区在住で、板橋区及び地方自治体で実施する「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】●タテ3.5cm ×ヨコ 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 30 年 12 月 14 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（上記以外の時間） 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～
※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②

　区内在住で妊娠中（母子健康手帳取得後）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。

　板橋区在住で、板橋区及び地方自治体が実施する「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、子ど

もの見守り、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 30 年 12 月 21 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】●タテ 3.0cm ×ヨコ 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 31 年 1 月 11 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 30年 12月 14日（金）です。
※【問合せ・申込先】子ども家庭支援センター　TEL ３５７９－２６５６



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
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【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：高島平 8-30-12 
■最 寄 駅：高島平駅　■最寄バス停：高島第一中学校
　　　TEL：03-3935-1354　担当：堀江

【赤塚地区・児童館】
なります児童館 
◎�ママヨガの参加者の乳幼児の見守りをお願い
します！

■日　　時：平成 30 年 10 月 19 日㈮　10：00 ～ 11：20
■内　　容：職員と一緒に、０歳から２歳児の活動の見守
                  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
■締 切 日：平成 30 年 10 月 12 日㈮
■連 絡 先：成増 3-34-21 
■最 寄 駅：成増駅徒歩８分
　　　TEL：03-3939-6502　担当：千馬（せんま）

【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 
◎�焼き芋パーティーのお手伝いをして下さる方
を募集！

■日　　時：11 月 14 日㈬　午前９時 30 分～ 11 時の間
■内　　容：アウトドアクッキングをします。子どもたちと
                  収穫したさつまいもを焼いて食べます。
■募集条件：18 才以上で子どもが好きな方、健康な方
■そ の 他：動きやすく汚れてもよい服装、靴、
                  エプロン、三角巾をご用意ください。
■締 切 日：11 月 7 日㈬頃までにご連絡願います。
■連 絡 先：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・保育園】
志村さかした保育園 
◎�保育のお手伝いをして下さる方募集します。
■日　　時：平成 30 年 10 月 1 日～
■内　　容：子ども達と一緒に遊んだり、お散歩などのお
                  手伝いをお願い致します。
■募集条件：18 歳以上でこどもが好きな方
■そ の 他：動きやすい服装、上履き
■締 切 日：随時
■連 絡 先：板橋区相生町 23-5 
■最 寄 駅：都営三田線、志村三丁目駅　徒歩 12 分
　　　TEL：03-3932-1818　担当：早川（はやかわ）
恐れ入りますが、平日 9：00～17：00 にお願い致します。

【志村地区・家庭福祉園】
家庭福祉員　イクコルーム 
◎�赤ちゃんとあそぼ
■日　　時：平日午前中または 15 時～ 17 時
■内　　容：室内遊びや散歩など
■募集条件：健康な方
■そ の 他：動きやすい服装で参加してください。
■締 切 日：随時受付
■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
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サ トア 記ス 果ケ 特ポ 結ン 述テ ・ー 集
※今年度の「スキルアップ研修会」に望まれている内容をまとめて、ご報告致します。

※ 昨年度の「スキルアップ研修会」に参加された支援者・支援員さんに参加して感じられことを、
まとめました。

① 子どもたちと楽しく遊べる内容、「体を使った遊び・読み聞かせ講座・ふれあいダンス・　絵描き歌・
子どもが楽しめるマジック・紙芝居講座」等の子どもとのふれあい方、楽しみ方、遊ばせ方を学び
たい。

② 気になる子どもの対応・障がいのある子どもの支援の仕方・発達障がい児の養育についての研修・
現在の子どもの発達心理を深める講座・心のケア（親の心、こどもの心）等の講座。

③ 子どもの食事・離乳食の進め方・食物アレルギーについてといった、子どもの食についての講座。
④赤ちゃんのタッチケア・ベビーマッサージ・いやいや期の過ごし方・傾聴の練習。
⑤ボランティア活動に必要な心構え・ボランティア活動のルール。

＊ 「音楽であそぼう」に参加。日常ではなかなか経験できない子どもとのふれあい方が学べ
て良かった。

＊子育ての新しい情報がわかる。他の方の活動が参考になる。
＊現場にすぐに活かせるものを学べてよかった。
＊顔がみえて様々話ができてよかった。
＊ファミリーサポートの活動に役立つ。
＊研修会での学びは大変参考になる。
＊知識を得られ、深められ、意義あるものでした。
＊支援の際に対応能力の拡大につながった。
＊興味あるテーマで自分が感じていることの再確認となった。

支援者支援員さんから上記のようなご要望が多くみられましたので、出来る限りお応えすべく、
今年度の「スキルアップ研修会」のテーマに反映させていきたいと思います。

以上、皆さんからのお声・感想を一部抜粋して記載しました。
アンケートに於いて、皆さんから多くのご意見、ご感想、ご要望をいただきました。
皆さんの支援に対しての熱いお気持ちを、今後のサポステの様々な運営に反映させて頂きたく
存じます。ありがとうございました。

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
　平成最後の夏、私たちは自然災害の甚大な力を思い知ら
されました。
　その中でテニス界では日本人の優勝の映像を目にする事
ができ、日本中に力が沸き起こっています。
　今夏の災害で犠牲となられた方々へお悔やみ申し上げ、
被災されました皆さまの生活の安寧が早く整いますことを
心よりお見舞い申し上げます。

発行
子育て支援員活動サポートステーション（NPO 法人 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/

※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。


