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スキルアップ講習会
のお知らせ

場　所：区立グリーンホール 601 会議室

時　間：AM10:00 ～ 11:30

※詳細はP4に。

日　時：平成 31 年 3 月 3 日（日） 　今回 70 号ではサポートス
テーションよりアンケートを
同封させて頂きました。締め
切りは 2 月 28 日（木）となり
ますので、皆様のご協力よろ
しくお願いいたします。

30年度
アンケートのお願い

テーマ：「 IT の時代の今だからこそ」
講師：田村  洋子氏

（NPO法人日本わらべうた協会理事長）
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平成 30 年度 第１回 スキルアップ講習会報告

講師：山崎  憲司氏（社会福祉法人にりん草 とくまる福祉作業所 サービス管理責任者）

■ 第 1 回  平成 31 年１月 12 日（土）  午前 10:00 ～ 11:30（グリーンホール 601）
テーマ：「配慮が必要なお子さんとの付き合い方 ～知的・発達障害と支援について～」

　知的・発達障害の方の生きづらさは、思考や判断をする上で、以前の経験を生かせない
ことにあると考えています。行動の結果からのフィードバックを正しく捉えられなかった
り、整理して記憶できなかったりするので、何回も経験していることでも、常に新しいシ
チュエーションに相対するようなもので戸惑うわけです。
　そのため、上手に対応できているのか常に不安で失敗も多く、怒られて（否定されて）
ばかりで、自信が育ちません。自分が認められない環境が続く場合、悪くすると２次的に
精神障害を発症する場合もあります。これだけは避けたいところ。
　そのために「ほめる」という方法で「できている」を伝え、彼らの自己肯定感を上げる
のが支援者の一番の仕事ではないかと思います。しかし、日本の教育では「ほめる」は人
より秀でていたらという感じですよね。ここを知的・発達障害に対しては「普通のことが
普通にできていたらほめる」に変えていただきたいのです。
　今回の講習会では、障害者の親として、施設職員として実際の支援の中で得てきた支援
方法を中心にお話ししました。感覚過敏、構造化、問題行動への対処、声かけの基本など、
初めて聞く話が続いたと思いますが、参加者の皆さん、専門性の高い話にも反応良く応じ
てくださり、楽しい講習会となりました。感謝します。以下スキルアップ講習会でお話し
たことを、簡単にですが紹介します。

【感覚過敏】
　聴覚、視覚、接触過敏を例に、感覚の違いと対応について話しました。

【構造化】
　障害特性に合わせて環境を整えることを
構造化といいます。時間の構造化や絵カー
ド、空間の構造化、手順の視覚化を例に、視
覚優位という特性をどのように支援に生か
していくかを話しました。



3

【問題行動への対処】
　対処の基本、毅然とした態度、問題行動の
裏にあるニーズ、我慢の練習などを話しまし
た。皆さんの関心も高いテーマですね。支援
者の心構えとして、リフレーミング※につい
て話しました。
※弱みを強みとしてみる。

【声かけの基本】
　否定文、条件文、あいまいな表現など、か
えって混乱を生じさせる声かけについて話
し、どのような声かけが有効なのか参加者と
考えました。また、短期記憶の弱さに合わせ
た指示について話しました。

【その他】
　将来のために身につけておきたいこと、柱になる価値観、記録の書き方、親とトラブル
にならないためになど話しました。
　私は現在、大人の知的・発達障害の方の支援を仕事としています。だからこそ幼児期～
学齢期の支援の大切さを痛感します。そこに関わっていらっしゃる皆さんは「大切」な存
在なのです。

第１回スキルアップ講習会報告
　平成 31 年 1 月 12 日（土）、グリーンホールにて、第１回スキルアップ講習会を開催させ
て頂きました。
　テーマは「配慮が必要なお子さんとの付き合い方～知的・発達障害と支援について～」でした。
29 名（スタッフ 4 名含む）の参加でした。

◆アンケート結果の一部をご紹介します◆
　◦とても良かった
　◦勉強になった
　◦理論だけでなく、現場の具体的実例を挙げて頂き分かり易かった。
　◦直ぐに役立てそうなお話しだった
　◦もっと早く知っておきたかった
　◦話しに引き込まれた
　◦一般的な子育てにも役立つ
　◦対象年齢が高かったのでもう少し低年齢（1 ～ 6 才）も聞きたい。

とても好印象な感想を多く頂きました。ご参加の皆さん有り難うございました。
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講師：田村  洋子氏（NPO法人日本わらべうた協会理事長）

■ 第 3 回  平成 31 年 3 月 3 日（日）  午前 10:00 ～ 11:30（グリーンホール 601）

テーマ：「IT 時代の今だからこそ」

平成 30 年度 第３回 スキルアップ講習会のお知らせ
今年度のスキルアップ講習会は、昨年度のアンケート結果から内容を考えて
おります。大勢の方のご参加をお待ちしております。
参加申込みは別添の用紙又は、メールにてお願いいたします。

　かつて子どもたちが日の暮れるのも忘れて遊んだわらべうた遊び（おにごっこ、お手玉、あ

やとり、なわとび、まりつきなど）が消えてしまいそう。遊びを通して五感を育て、人と人と

の関わりの中で、ルールを守ることや年齢に応じた喜怒哀楽を共有することを体験します。

　ＩＴ時代の今だからこそ、人と機械の違いがわかる人間に育ってほしい。人とのつながりを

持つ大切な日本文化のひとつであるわらべうたを、もう一度思い起こし、絶えさせずに伝え

ていきたい。そんな願いのもとに「ＮＰＯ（特定非営利活動）法人日本わらべうた協会」は

2002 年７月に設立しました。高齢化少子化の現代、子どもたちが異年齢で遊び育ちあうこと、

そして地域に伝わるわらべうたや文化を、世代を超えて自然な形で伝承できる環境をつくる活

動を続けています。 

　かつて子どもだった人からこれから大人になる人へと、わらべうたが心のかけ橋となり、根っ

ことなるように、各地に種を蒔き、育てていく活動を推進していきます。

第３回スキルアップ講習会に向けて

　「IT時代の今だからこそ～わらべうた・手遊びうたを楽しみましょう」へむけて。
　突然ですが子どもの頃の「わらべうたの思い出」、皆さんにありますか。
　私は 60年近く前の「わらべうたの思い出」が「花いちもんめ」と「通りゃんせ」
の２つがあります。どちらもうたいながら友だちと遊んだ事、そして当時の友
だちの顔、洋服、周りの家並みまで鮮明に思い出します。
　「この子の７つのお祝いに」の歌詞では祖母に手をひかれ歩いた私が脳裏に浮
かびます。
　この様に「わらべうた」には時代・文化・地域・季節などをうたう他に、手遊び・
お手玉の様に道具を使って遊ぶ「わらべうた」もあります。「わらべうた」は奥
が深そうです。
　今の時代、スマホを使っての子育て、ＴＶゲームで遊ぶ昨今です。
　私たち子育て支援者・支援員講座修了者から思い出にのこる「わらべうた」
を楽しみながら大切に伝えていきたいですね。
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サポステ交流会レポート

　2018 年 12 月 13 日（木）、子育て支援員養成
講座最終日にサポステ交流会を、子育て支援者（員）
の皆さんの集い交流や情報交換を目的に開催しま
した。
　参加者はこの日修了された新しい支援員、現在
様々な場で活動している支援員やスタッフでした。
　今回は『お正月用はし袋・つまようじ入れ作り』。
千代紙で着物姿のはし袋、つまようじ入れを折って
いきます。皆さん細かい作業に黙々と取り組んでい
ました。
　次に、帯と着物バランスを考えてモダンになり、
裾を折って粋な着物姿の出来上がりとなりました。
お互いの作品を褒め合いながら、活動情報の交換・
共有をしてコミュニケーションを図りました。
　きっとお正月のテーブルには、はし袋とつまよう
じ入れが並べられていた事でしょう。
　支援者（員）の方々の今後の活動に反映して頂けれ
ばと思います。

（Ｅ・Ｙ）

家庭福祉員レポート

　家庭福祉員になって二十数年多くの 0才～ 2才までの子どもを育てる仕事をして
きました。義父母と同居しながら大変な事もありましたが、子ども達が今日出来ない
事が明日は出来たり、友達や周りの人へやさしい心を持って遊びを通して育まれるお
世話をしてきました。保育サポーターの方にも手伝って頂きました。
　活動として児童館のクラブ参加や地域の保育園も行ったり、遠い公園へも歩いて行
き、遊具や砂場遊びで体を十分に動かしています。児童館では運動会でダンスを踊っ
たり走ったり、ハロウィンパーティやクリスマス会で制作活動として絵を描いたりし
ています。
　夏は自宅でプール遊びを楽しんでいます。地域の保育園へ行っては童謡コンサート
や子ども達の発表会も見たりしています。
　この長い間の家庭福祉員の仕事を通して子ども達から沢山の喜び感動を頂き今は感
謝の気持ちでいっぱいです。この 3月で区役所から委託されて従事してきた契約が
終わる事になります。しかしこれからも未来ある子どもたちの為にも色々な形態で活
動していきます。又、ボランティア活動を続けていきたいと思います。ありがとうご
ざいました。

（Ｔ・Ｋ）



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
【志村地区・家庭福祉員】

家庭福祉員　山後 育恵　【ヤマゴ  イクエ】 

◎ 笑顔になりたい方来てくださいね

■日　　時：随時募集
■内　　容：保育サポート（散歩に付き添う）
■募集条件：子どもの好きな方
■そ の 他：連絡は平日の午後 16 時以降に
                                             してください
■締 切 日：常時受け付けています。
■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

NPO 法人いたばし子育て支援・フラワー 

◎ 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：随時募集
■内　　容：お話し会のお手伝い
■締 切 日：常時受け付けています。
■連 絡 先：板橋区大山金井町 34-9
　　　TEL： 03-5926-9224
　　　担当：松村　良子
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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
　平成最後のお正月をいかがお迎えでしたでしょうか。
年始から、予防接種をうけていたのにまさかのインフル
エンザに！そして友人は、まさかの振り込め詐欺にあわや！
他人事と思いきや、皆さんもお気を付けて。今年、新元
号を迎えます。よいお年でありますように…。

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。


