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◆交流会のお知らせ

★手作りワークショップ開催します★

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（金）

◆スキルアップ講習会
　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

次回 76 号（1 月）ではサポート
ステーションよりアンケート
を同封いたします。
皆様のご協力よろしくお願い
致します。

令和元年度
アンケートのお願い
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令和 元 年度 スキルアップ講習会のお知らせ

■ 第１回  おもちゃから学ぶ人とのつながり方を学ぼう
令和２年１月 25 日（土）  午後 13:30 ～ 15:00（グリーンホール 601）

　第１回は、子育て支援員・支援者として子育て支援の場面で活動する場合、お子さんたちと
の遊び方やコミュニケーションのとり方がまず第 1 に求められるのではないでしょうか。
　遊ぶ時に「おもちゃ」を使う場面があります。「おもちゃ」はただ遊ぶだけでなく、人と人の
距離を縮める道具の 1 つになり、一人ひとりの子どもの笑顔に出会えます。子どもたちの笑顔
からお母さんたちの穏やかな気持ちに出会う事も出来ます。
　認定 NPO 法人芸術と遊び創造協会の講師による、「おもちゃ」が子育て支援の場面でどの様
な役割を担っているかを学びます。

令和２年２月 29 日（土）  午後 13:30 ～ 15:00（グリーンホール 601）
■ 第３回  配慮が必要なお子さんとの付き合い方（未就学児～小学生）

　第３回は、配慮が必要なお子さんの接し方を考えてみます。子育て支援員・支援者として接
する事が多い未就学前から小学生までの日々の生活の中から「事例」を交えて、子育て支援員・
支援者へ役立つような内容を計画しています。
　日々お子さんたちの支援・指導をされている方に講師をお願いしています。

■ 第２回  わらべうた・お手玉・田村先生と楽しみましょう
令和２年２月９日（日）  午後 13:30 ～ 15:00（グリーンホール 601）

　第２回は、昨年度のスキルアップ講習会の時に、わらべうたの実践を通して伝承遊びなどを
学びました。講師のわらべうた協会の田村さんのテンポよく参加者を引きつけるお話し、わら
べうたを歌う時の笑顔が印象的でした。
　それぞれの子育て支援の場面で田村さんの様に笑顔を身に付けて伝承遊びの楽しさを学びます。
　以下は前回の資料のわらべうたの抜粋です。前回参加された方は講座の学びを思いだし、参
加されなかった方はご自身の子どもの頃を思い出して、今回の講座へ参加されてみるのはいか
がでしょうか。

♪こどもとこどもがけんかして　くすりやさんがとめたけど
　　なかなかなかなか　とまらない　ひとたちゃ　わらう　おやたちゃ　おこる

♪おしくらまんじゅう　おされてなくな　あんまりおすと　あんこがでるぞ

♪なべなべそこぬけ　そこがぬけたらかえりましょ

　この様に、年間 3回のスキルアップ講習会は毎年のアンケートと、スキルアップ
講習会参加者の皆さんへのアンケートの声を反映させて計画しています。
　子育て支援員・支援者の皆さんが、「笑顔」で子育て支援の場面でさらなる活躍
をされます事と思います。
　多勢の皆さんの参加申し込みをお待ちしております。
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ボランティアレポート

◦CAP'S ゆりの木児童館
　「うんどうかい」
　　　　テーマ「宇宙」
　10 月 3 日（木）  10:15～11:00

赤白の玉入れで、つい手が出そ
うになり夢中で応援、共に楽し
めました。

　ボランティア 2 名

◦CAP'S 東新児童館
　「親子フラダンス」
　11 月 5 日（火）  11:00～11:30

支援員の方からボランティア参
加の申し出を受けて、スタッフと
一緒に見守りに入りました。初め
てのボランティアでしたが、親子
の笑顔に接する事が出来「楽しい
時間でした」との感想でした。
ボランティア 2 名

◦氷川図書館
　「おはなし会」
　毎月第２・４木曜日  11:00～12:00

「手あそびうた」「よみきかせ」
「パネルシアター」「赤ちゃん
アート」毎回たくさんの親子で
賑わっています。
ボランティア 3 名
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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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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
　今年は「異常気象」と言う言葉がよく聞かれる年でした。
自然災害は思わぬ事が突然おこります。
被害にあわれた方々にはお見舞い申し上げます。
身近な事の気づきの 1 つとしてここで、
皆さんの住んでいる所は海抜何メートルでしょうか？
調べてみてはどうでしょうか？

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。

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 
◎�餅焼きパーティーのお手伝いをして下さる方
を募集

■日　　時：１月 22 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。
　　　　　 子どもたちとお餅を焼いて食べます。
■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：１月 10 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（すずき）

【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 
◎�イワシ焼きのお手伝いをして下さる方を募集

■日　　時：２月３日㈪　午前９時～ 11 時の間
■内　　容：アウトドアクッキングでイワシを焼いて
　　　　　 子どもたちと食べます。
■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：１月 24 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（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）


