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◆養育家庭体験発表会
～里親さんの体験談を
　　　聞いてみませんか？～

【日　時】11 月 8 日（金）
　　　　　10:00 ～ 12:00

【会　場】グリーンホール  １階ホール
【内　容】養育家庭制度の説明
　　　　　里親さんの体験発表

【定　員】120 名　当日直接会場へ
【参加費】無料
【問い合わせ】
　板橋区子ども家庭支援センター
　　電話  ３５７９－２６５６

◆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14日（金）

◆スキルアップ講座
　日程のお知らせ

●令和２年 1 月 25 日㈯  午後開催
●令和２年 2 月 9 日㈰  午後開催
●令和２年 2 月 29 日㈯  午後開催

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

　氷川図書館を飛び出して、大山ハッピーロード内ハッピースクエアにての「おはなし会」。
スタッフ全員で商店街に立ち、チラシを配り、もらってくれるとホッとし、声かけはヒヤヒヤで
した。お年寄りの方が覗かれ、買い物袋を持ったお父さんとお子さんが入ってきてくれて開始時
間には入りきれないほどの人たちであふれていました。
　商店街の中での読み聞かせは、予測もつかず不安でした。多世代の多くの方の参加にホッとし
ました。
　大型絵本では「あっお月さまがきえた」と 3 歳児位の男の子の声。布絵本では「おおきくなーれ」
のかけ声で皆さんと一緒に楽しむ事が出来ました。
　今回のボランティアを通して、これからも子ども達の笑顔に答えていきたいと思いました。
　また、地域の人々とのふれあいの中で一緒に手をたたき、歌を歌い、笑顔で楽しい一時を過ご
すことができ、素晴らしい体験となりました。

氷川図書館 in 大山ハッピーゼミ   2019年8月12日㈪  11:00 ～

プ ロ グ ラ ム

1.  歌「パプリカ」

2.  ペープサート「風船の歌」
3.  大型絵本の読み聞かせ
　　  「パパお月さまとって」「あついあつい」
4.  エプロンシアター「大きなかぶ」
5.  紙芝居・絵本
　　  「ひまわりパンツ」「サンドイッチサンドイッチ」
6.  パネルシアター「カレーライスのうた」
7.  布絵本
　  　「おおきくおおきくなれ」「ぞうさんのさんぽ」
8.  歌「虹」
9.  ギターによる歌絵本「はらぺこあおむし」

感想

◦子供の知っている歌、絵本などとても楽しめました。

◦�お年寄りの方は子供たちのパワーで元気をもらいましたと笑顔で話されました。

◦幼児からお年寄りまでゆったりと良い時間でした。

◦布絵本は初めてでした。布の暖かさにふれ、入れたり出したりと楽しみました。
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「はじめてのボランティア講座」

◦日時　2019 年 9 月 4 日（水）　14:00 ～ 16:00
◦場所　いたばし総合ボランティアセンター　第１ルーム

ボランティア
活動の
ススメ！

　今回、いたばし総合ボランティアセンター
の「はじめてのボランティア講座」ボランティ
ア活動のススメ！に参加しました。
　講師は、いたばし総合ボランティアセン
ターの門脇健二副所長さんです。
　まずはじめに、当日配布された資料表紙の
写真の方のお話しからでした。
　「おぼえていますか？この方のお名前 ･･･。」
「○○さん」と即答される方や、「ああ ･･･」
と思い出せない方もいました。
　「スーパーボランティアと呼ばれています
が、皆さん覚えていますか」とテンポよくお
話しがはじまりました。
　この会話のキャッチボールで声を出し、目
がキラキラと輝き出し、身を乗り出して主体
的に参加している事を実感できました。
　門脇副所長さんから、「ボランティアのイ
メージ」「語源」「ボランティアとは」「ボラ
ンティアの喜び」などのお話しもありました。
　そして、活動経験の有る参加者からは高齢
者の傾聴ボランティア活動中ですが同じ所に
保育園があり、そこで何か役に立てるボラン
ティアがあるかと考え中の方もいました。

　他には複数のボランティア活動に参加して
いますが、何か今活動に積極的に参加する気
持ちが無くなり始めていると言う方がいまし
た。
　この方へは、ボランティア活動をされてい
る方からのそれぞれのアドバイスもあり、「無
理せずに休む事も有りですよ」「ひとつステッ
プアップされる時に来ているのではないです
か。今の気持ちを素直に受け入れてみては」
などどちらもボランティア活動に参加されて
いる方からの言葉を聞く事が出来ました。他
に「ご家族に今の気持ちを話してみる事もい
いですよ」とこちらもボランティア活動をさ
れている男性からのアドバイスなどもありま
した。
　今回はボランティア活動されている方の参
加が多かった様です。
　今回参加して、「ボランティア活動」とは
の学びを新鮮に学ぶチャンスに出会いボラン
ティアは楽しく活動し、同じものの継続でな
くても単発の活動へ身近な事から参加し「は
じめの一歩のきっかけづくり」をする事から
と改めて再認識をする事が出来ました。

「ボランティア」という言葉 

どんなイメージ？ 
何を連想する？ 

あなたにとって 
ボランティアとは？ 

ボランティアの喜び 

主人公に 
なれる喜び 

思いや大切にした
い価値を活かした
実践が出来る喜び 

貢献する喜び 新しいことを 
創る喜び 

 
楽しい！ワクワク！
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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 12 月 24 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 12 月 17 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）～
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。
※子育て支援員養成講座を修了されしばらく活動のなかった方も、登録
　説明会に出席し再登録していただければ、活動することができます。
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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】令和 元 年 12 月 24 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 2 年 1 月 9 日（木）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 12月 17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
【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 

◎ 焼いもパーティーのお手伝いを
　　　　　　　　　して下さる方を募集！
■日　　時：11月 20 日（水）
　　　　　　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、軍手をご用意ください。
■締 切 日：11月13 日（水）頃までにご連絡願います。
■連 絡 先：東京都板橋区仲町 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（すずき）

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（まつむら）

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

　10 月から、いよいよ消費税が 10% になります。
8% で軽減税率の場合もあります。毎日の家計を
預かる主婦としては、なかなか難しい、悩ましい。
さて、慣れるまでは大変です・・・

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。


