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子育て支援員交流会のお知らせ
7 月 13 日（土）

場所：区立グリーンホール  601 会議室

時間：15 時～ 16 時
内容：平成17年度からのサポートステーション登録者の方と今年度講座
　　　１回目修了者の方の交流会です。
　　　皆さんと情報共有し、手作りワークショップの体験を計画しました。
　　　多くの皆さんのご参加をお待ちしております。
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30 年度　サポステアンケート結果報告  
　1 月末に発行した『すまいる 70 号』に同封しましたサポステアンケートへのご協力をいただきありが
とうございました。サポステアンケートは 2013 年の夏に第１回を実施し、今回で６回目となりました。
記入欄に書いていただいたご意見をすべてまとめて、子ども家庭支援センターと共有し、サポステ運営
に役立たせております。
　今回のアンケート結果もすまいる読者の皆さんと共有させていただきたく、主な内容をご報告させて
いただきます。

・～・～・ご協力ありがとうございました・～・～・

①アンケートの回答状況について

②回答を頂いた方の年齢構成（問 4）

③「すまいる」を見ていますか？（問 7）

●�全体の回答率の推移は、平成 25 年 41％→平成 26 年 41％→平成 27 年 30.7％→平成 28 年
34.0％→平成 29年 34.2％→平成 30年 34.4％となり、昨年度からも回復傾向にあります。

　60 代＞ 50 代＞ 40 代、子育て中の方、子育てを
終えた方々が、経験をいかされ支援活動に大きく貢献
下さってます。

　今回のアンケートに答えてくれた約
70％の方が「すまいる」を見てくれて
います。
　板橋区の子育て支援の情報に興味を示
していることが分かります。

※（　）内の数値は前年比

支援員 2 級 3 級
発送数（宛先不明数） 234 267 281

回答数 127 109 58
回答率 54.2%（7.3pt ↑） 40.8%（1.9% ↑） 20.6%（1.6pt ↓）

30代 3.8%

40代 17.7%

50代 33.1%

60代 35.9%

70代 9.5%

支援員

2級

3級

必ず見ている たまに見ている 見ていない
届いていない・わからない

69.9% 17.7%

4.1%

62.9% 13.9% 13.9%

76.1% 8%

8.3%

5.3%

9.3%

10.6%
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地域別交流会のお知らせ

④情報誌「すまいる」を見る理由（問 8）

※「すまいる」を見ている理由　
　（必ず見ている／たまに見ている

合計 249 名の内訳）

0 20 40 60 80 100 120 140 160

１無償ボランティア活動の情報がわかる
２内容に興味がある
３役に立つ情報がある
４紙面が見やすい
５支援者の活動・声がわかる
６その他
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⑤スキルアップ研修会／交流会への参加有無　※修了過程別（問 10）

　今年度のアンケートの結果をお知らせする時季となりました。
　サポートステーションへのご登録皆様のお声を参考にし、皆様のお力が板橋区の子育て支
援力の一助となるのではないでしょうか。
　アンケートにご協力いただきました皆様、有り難うございました。

《総括》

3級2級支援員

参加した
ことある
43.3%

参加した
ことある
40.6%

参加したことある
22.5%

参加したことある
22.5%

参加した
ことない
56.7%

参加した
ことない
59.4%

参加した
ことない
77.5%

今年度は、簡単な遊びうたやわらべうたを参加者の方たちと練習をします。
他には、クラフトバンドを使いコースター作りを行います。
皆さんと一緒に声を出し、手を動かしませんか。

★日 程★

6 月 29 日（土） 10：00～11：30 場所：下赤塚駅前集会所　　　第 1和室

6月 29 日（土） 13：30～15：00 場所：常盤台地域センター　　第 1和室

6月 30 日（日） 13：30～15：00 場所：高島平地域センター　　第 1洋室

6月 30 日（日） 10：00～11：30 場所：志村坂上地域センター　　和室Ｂ

7月 7日（日） 13：30～15：00 場所：グリーンホール 101　　板橋地区

％
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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】令和元年 7 月 23 日（火）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】令和元年 7 月 16 日（火）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）～

～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。

月曜日～
金曜日

9：00 ～ 17：00 800 円
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
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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】令和元年 7 月 23 日（火）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】令和元年 7 月 30 日（火）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令和元年 7 月 16 日（火）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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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
【上板橋地区・あいキッズ】

上板橋小学校あいキッズ 

◎�あいキッズ放課後ボランティア
■日　　時：令和元年 6 月 7 日～随時
■内　　容：放課後児童の生活とあそびの見守り
■募集条件：18 歳以上の方
■そ の 他：動きやすい服装、上履き
■連 絡 先：板橋区東山町 47 番地 3 号 

TEL：03-3958-5183
担当：赤坂（あかさか）

【赤塚地区・あいキッズ】

中台小学校あいキッズ 

◎�あいキッズ放課後ボランティア
■日　　時：令和元年 6 月 7 日～随時
■内　　容：放課後児童の生活とあそびの見守り
■募集条件：18 歳以上の方
■そ の 他：動きやすい服装、上履き
■連 絡 先：板橋区中台 1 丁目 9 番地 7 号 

TEL：03-3937-4757
担当：五十嵐（いがらし）

【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 
◎�じゃがいもパーティーのお手伝いをして下さる
方を募集

■日　　時：６月 12 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。子どもたちと屋上

で収穫したじゃがいもを茹でて食べます。
■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：６月５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）

【板橋地区・保育園】
かないくぼ保育園 
◎�保育園の作り物などお手伝いをお願いします！
■日　　時：月曜日～金曜日

ご都合のよい曜日と時間でお願いします。
■内　　容：保育園で使うおもちゃや絵本の簡単な修理など
■募集条件：18 歳以上で子どもの好きな方
■そ の 他：動きやすい服装、上履き
■締 切 日：令和２年３月末
■連 絡 先：板橋区板橋 2-21-1
■最 寄 駅：大山駅徒歩 7 分・板橋区役所前駅徒歩 5 分 

TEL：03-3964-4678
担当：中島

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
　令和元年、英語で Beautiful Harmony 「美しい調和」
と表現する様です。「美しい調和」、何とステキな言葉で
すね。
　「美しい調和」をとり令和の時代を進みたく、雨あが
りの青空のもと心あらたに・・・。

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。


