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サポートステーション今年度の予定
◦すまいる発行（郵送にて）

73 号（令和元年 7月末日）

74 号（令和元年 9月末日）

75 号（令和元年11月末日）

76 号（令和２年 1月末日）

77 号（令和２年 3月末日）

＊�ホームページからもご覧頂
けます。

◦スキルアップ研修会

第１回　令和２年１月25日㈯
第２回　令和２年２月 9日㈯
第３回　令和２年３月 未定

＊�アンケート結果や皆さんか
らの声を参考として、内容・
講師等を検討中です。
　�随時詳細が決まりましたら
　「すまいる」にてお知らせ致
　します。

◦アンケート
　令和２年１月実施
＊�アンケート回収は令和
2年 2月～ 3月予定。
　皆さんの活動状況他、
　ご要望などを回答いた
　だいております。
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　今年度前半の子育て支援員養成講座が、7月13日㈯
に修了しました。
　修了証を手にされた皆さんは、保育園での実習を含
めての講座受講の動機は違うかと思いますが、「子ども
が好き」と云う事は皆さん同じではないでしょうか。
　今回の講座受講者は 22 名でした。このうち男性の
受講者が 1名いらっしゃいました。
　交流会には、講座受講者 22 名中 19 名のご参加で
した。

　コースター作りのワークショップを体験していた
だきましたが。皆さん笑顔で明るく声をかけあって、
カラフルなコースターを作り上げる事が出来ました。
　次は、サポートステーションスタッフが得意な
「お手玉」の出番でした。サポートステーションの
スタッフが手順よく「お手玉」を皆さんへ 1個ずつ
渡し、まずは「歌」の練習をしました。
　「あんたがたどこさ」のわらべうたで、皆さんが
知っているのでスムーズに練習はできました。
　次は歌をうたいながら手を同時に動かしました。
「お手玉」を右手に持ち右隣の人へ渡します。ルールは
「あんたがたどこさ」の「さ」の時に渡します。
　右回りはとてもリズムよく回りましたが、左回りは
どうしても途中で回り方がスムーズではなくなったりしましたが、楽しくできこの
「お手玉」で又々皆さんの気持ちも 1つになれたと思います。

　修了者の皆さんはすぐに活動される方や、活動するのは今は無理な方、サポート
ステーション登録者の仲間入りされた方も「板橋区の子育て支援員」としてつながって
います。
　今後のスキルアップ研修会、地域別交流会等でお会いできます事を楽しみにしており
ます。
　今後とも宜しくお願いいたします。

子 育 て 支 援 員 交 流 会 レ ポ ー ト
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地 域 別 交 流 会 レ ポ ー ト

今年度の地域別交流会も区内 5 箇所で開催しました。
6 月 29 日（土）　午前  下赤塚駅前集会所
6 月 29 日（土）　午後  常盤台地域センター
6 月 30 日（日）　午前  志村坂上地域センター
6 月 30 日（日）　午後  高島平地域センター
7 月 7 日（日）　午後  グリーンホール

　昨年参加された方の声やアンケートから今年度は土曜、日曜日の午前・午後と時間帯を変えて実施し
ました。
　今回は参加された方の活動の様子、活動から見えてきた事や気づきなどを伺いました。
　他にコースター作りの体験を行いました。後半は聞き覚えのあるお話しの「大きなかぶ」のエプロン
シアター（サポートステーションスタッフの手作り）を見ていただきました。
　エプロンシアターはお話しを進める人と、舞台に見立てたエプロンでお人形を操作する人と 2人で演
じます。見ている人たちも一緒に「うんとこしょ・どっこいしょ」とくり返し大きな声で力を合わせて、
エプロンの胸ポケットから大きなかぶが抜けて飛び出す仕掛けです。参加者の皆さんも大きな声だけで
なく体まで使い、身振り手振りでの参加となりました。
　次に「マグネットシアター」です。「パネルシアター」は道具が大きくなるので、白のマグネットボード
（A4サイズ）やホワイトボードで対応できるものを使って「カレーライスの歌」を演じました。このマ
グネットシアターも 2人で演じました。
　どちらの道具も持ち運びが簡単で短時間で用意ができ、見る側の方も近くで見る事ができ、楽しめる
ものです。
　お手玉遊びは、スキルアップ研修会の時に実施したものです。わらべうたの「あんたがたどこさ」で
遊びます。お手玉をうたにあわせて隣の人へ渡します。右回りと左回りをやってみましたが、左回りが
難しくうたが止まってしまったり、お手玉が隣の人へ渡せずに笑い声がおこる遊びでした。
　笑い声でコミュニケーションをとるときにはこの遊びがおすすめのようでした。

以下は参加された方からのお話しをまとめました。

★�今年 3月迄、家庭福祉員の先生の協力員として活動、家庭福祉員の方が年齢にてお仕事をお辞めに
なった為に、これから少しずつボランティア活動をと思っているそうです。
　�児童館でお母さんがイベント参加中、お子さんたちを見守り遊ぶボランティアを体験しました。
　この時はじめて出会ったお子さんと一緒に遊び、楽しいひとときを過ごせたそうです。このひとと
　きは、家庭福祉員のお手伝いをしていた時の楽しさと同じだったそうです。
　ボランティアもいろいろあると思いますが、今回の様なボランティアで子育て中の方の助けになれる
　のならば、これからもボランティア活動で地域とつながっていけたらとお話しされていました。

★�今は介護と孫支援の日々です。以前は楽しく児童館の縁日、運動会などの時にボランティアとして
参加経験があります。
　今、自分が孫支援がスムーズにできるのはボランティアの経験が役に立っているとお話しいただき
　ました。

★�地域での子育て支援とは違うボランティア活動をし仕事もしていますが、年に数回ボランティア活
動をしているそうです。
　自分の子育て中の事を思い出したり、孫の事を考えたりして子育て支援のボランティア活動をして
　いるそうです。

★�区立保育園で保育補助の仕事をされている為にボランティアはできませんが、この地域別交流会へ
参加する事で地域での皆さんの活動の様子を知る事ができます。これも地域別交流会へ参加する楽
しみになっています。

★�区立保育園で週 2回ボランティアをしているそうです。保育園の先生とお話しをして絵本を 15分
読む時間を任されたそうです。この 15分 2回のボランティアの準備のお話しをされた時のお顔は、
責任感と楽しさがある様子が伺えました。
　素敵な週2回ボランティアのお話しでした。



4

こどもわくわくフェスタ 2019

　5月 26 日（日）、旧板橋区立高島第七小学校校庭と高島平区民館において「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
ナーがあり多くの親子が集まりました。
　当日は「赤ちゃんの駅」でのボランティアでした。以下に活動の感想をまとめました。

〈旧板橋区立高島第七小学校校庭編〉
��乳幼児を連れた多くの保護者の方と直接会話ができました。
　�ミルクの準備をする時に、お子さんを抱いて待つなど待ったなしのお子さんとお母さんと
　の間で、ここ一番のボランティア活動ができました。ステキな思い出の 1ページが
　増えました !!

��わくわくフェスタはとても大きなイベントです。私が担当した「赤ちゃんの駅」も沢山の親
子の利用が有りました。場所は小学校の空き教室で熱い日でしたが、クーラーもあって親子
連れの皆さんにも良かったと思います。12時前後からは混みだして、一時 20名くらいにま
でなりました。
　親子連れでの外出に「赤ちゃんの駅」があれば安心して出かけることが出来るので、社会
　の中でもっと普及して貰いたいと思いました。

��授乳・おむつ替えコーナーでは、授乳をしている人や離乳食を食べさせて家族そろって賑わ
う姿がありました。とてもほほえましい光景でした。

〈高島平区民館編〉
�ホール内では乳児対象のプログラムが行われました。
　ハイハイゲームではパパ、ママがおおあわてでシャッターを切る姿。ベビーマッサージ
　ではママが赤ちゃんを、パパがママをマッサージし合い微笑ましかったです。
　終わると次々に畳の部屋「赤ちゃんの駅」でゆったりとオムツ替え、授乳をしていました。

��ハイハイ競走では横に進む赤ちゃんや、座ったまま動かない赤ちゃんなどがいて笑いを誘っ
ていました。
　「赤ちゃんの駅」で、お母さん同士で子どもの事を相談している様子が見られてよかったです。
　今回お父さんの参加が多く頬笑ましかったです。
　またボランティアの学生さんがよく動いていました。

in 高島平
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ボランティアレポート

じゃがいもパーティー（アウトドアクッキング）

なんと 181 ヶのじゃがいもの収穫。

◦どこで収穫した？
◦じゃがいもの葉っぱの形はどちら？
◦じゃがいもの色は何色？

　先生のカードでのクイズ遊びです。続いて読み聞かせをしました。
　その間には、大きな鍋で綺麗に年長さんが洗ったじゃがいもをどんどん入れて茹でること 30 分。
美味しい匂いにまだまだ？　大きいものはお兄さん、小さいものは幼児に塩をかけてあげました。
　私達もいただき、とても美味しかったです。近隣の方々にもお配りするとの事でした。みんなの笑
顔と美味しいじゃがいもに拍手です。
　屋上菜園では、りんご、びわ、ぶどう、かき、野菜も沢山。蒟蒻の芽が伸び、稲穂も風に揺れています。
自然の恵みに親しむことが出来、生き生きとした子供達の姿でした。
　この次は何のパーティーかな？　支援員 2名の参加でした。

♥風の子保育園

　平成 27年 6月に子育て支援員養成講座を修了して、7月からゆりの木保育園に週 2回ボランティ
アに行くようになりました。最初から現在まで 1歳児のクラスの手伝いに入っています。
　1歳児の一年間の成長は、可愛いうえに、ダイナミックで毎年ワクワクします。ボランティアは午
前 8時から 10時までの 2時間なのですが、お散歩や遊びを途中で抜けるのがもったいなく、つい終
わりまで居てしまいます。
　最初の頃は、子ども達との接し方に悩んだこともありましたが、ベテランの先生の「安全第一」を
考えながら遊ばせ方に、多くの事を学ばせて頂きました。
　昨年私は、「絵本の読み聞かせ講座」を受講しました。そこで図々しくも園長先生に「読み聞かせ」
をやらせて欲しいとお願いしたところ、快諾して下さいました。5歳児（年長）クラスで、10月から
卒園の 3月まで、週 1回やらせてもらいました。子ども達の反応の良さに助けられながら、貴重な体
験をすることが出来ました。
　最初の年に出会った 1歳の子ども達は今年 5歳になりました。長い年月、たくさんの子ども達と一
緒に過ごせた事が何よりの喜びです。
　これからも健康に気をつけて、ボランティアを続けていきたいと思っています。

♥ゆりの木保育園

　1歳児前後の乳児を抱っこしてのフラダンスは 13組の参加でした。
　おもちゃコーナーでは、お兄さん達はプラレール、お姉さん達はままごと遊びの見守りに
入りました。みな夢中で遊んでいました。
　赤ちゃんはゆったりとしたリズムに乗って、ウトウトと気持ちよさそうに抱っこされたまま寝入っ
ています。
　お母さんと一緒に見よう見まねで踊っているお姉さん、微笑ましいこと。
　最後はお母さん達の踊りが最高に盛り上がり、うっとり見入ってしまいました。
　皆さんで拍手をし、いい笑顔になりました。

♥東新児童館「フラダンス」
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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：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：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】
陽光保育園 
◎ ちいさい子どもと遊んでくれる方募集
■日　　時：2019 年８月１日～８月３１日
■内　　容：１歳児・２歳児の保育補助
■募集条件：高校生以上で子どもが好きな人
■そ�の�他：持ち物：動きやすい服装・お弁当・帽子・
　　　　　　　　　　着替え
■連�絡�先：大谷口上町 23-1�
■最�寄�駅：東武東上線（大山駅）徒歩 15分
　　　　　　TEL：03-3956-1068
　　　　　　担当：徳留（とくとめ）

【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
　すまいる 73 号の準備をしていると、プライベートの
LINEが届きました。この日にプライベートで行くボラン
ティアの集合時間、持ち物の確認です。
　相手の求める内容を「おはようございます」から返信
すると相手からは「了解しました」のひと言・・・。
何か寂しい梅雨の晴れ間の出来事でした。

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。


