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地域別交流会
のお知らせ

4 月以降も前年同様区内 5 地区

にて、地域別交流会実施を予定

しております。

詳細は次回「すまいる 78 号」

にてお知らせ致します。

場　所：人材育成センター
　　　　板橋区役所南館２階

講座修了者の皆さんのご参加を
お待ちしております。

交流会のお知らせ

日　時： 7 月 18 日（土）
　　　　午後予定
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スキルアップ講習会レポート

講　師：田村 洋子氏（NPO法人 日本わらべうた協会理事長）

■ 第 1 回  令和 2 年 1 月 25 日（土）  （グリーンホール 601）
テーマ：「 わらべうた・お手玉・田村先生と楽しみましょう」

〈主な活動〉
　活動は郷土資料館、民話館、保育園、児童館、公民館、東京おもちゃ美術館などで定期的活動を
されています。その他は「声を掛けていただければどこへでも行きます」とのことです。
　活動の対象者は 0歳～104 歳迄の方たちです。
　スキルアップ研修会の前日、田村さんは母校（高校）でのキャリアガイダンスの授業の講師として、
高校生へ「わらべうたを伝え」「心の文化を伝える」活動をされてきたそうです。

〈講師から〉
　◦�手を使い、体を使い、子育て支援に携わる者として大切な事は、「暖か
さの感じ方」

　◦�わらべうたを歌いながら手と手、目と目を相手にあわせる事は一人遊び
では感じられない。

　◦�全員でわらべうたを歌うとテンポがずれて二部合唱の様になり、ここで
まわりに合わせるなどの「感じ方」が必要とのことでした。

〈参加者の感想〉
　◦道具をほとんど使わずに、いつでもどこでもできる。
　◦わらべうたを今伝えられるのは、私たち子育て支援員。
　◦子どもたちが伝承あそびに興味を持った時は見守る。話しかけずにを心がける。
　◦小さな子から大人まで一緒に遊べる。
　◦やさしい気持ちになれた。

講　師：山口 直人氏（小児科医）

■ 第 2 回  令和 2 年 2 月 9 日（日）  （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（未就学児～小学生）」

〈主な活動〉
　心身障害児総合医療療育センター勤務。
　山口先生は板橋区の児童館で子育て中のお母さんや地域の方へ、「笑顔で育て～子どものサイン受
け止め方」というプログラムの講師をされています。
　その他に、区内の私立幼稚園や神奈川県の中学校で父母向けの講座の講師をし、多岐にわたりご
活躍されています。

＊�ペアレントトレーニングとは、「してほしくない行動」や「してほしい行動」といった子どもの行動に焦点をあて、
具体的にどのような対応ができるかを学習していくプログラム。

〈講師から〉
　◦�目の前に居る子は皆んな同じではない。
　◦�どんな子どもにも暖かな配慮が必要と言いつつも、子どもの行動に手を
やく事もある。

　◦�着替え、かたづけの時の工夫をしてみる。
　◦�ほめるタイミングを心得ておく。全部できてほめるだけでなく、一つ
できた時にほめる事もある。

　◦�子どもの状況を見て皆さんが女優になる。

〈参加者の感想〉
　◦常に肯定的にとらえる気持ちが大切とわかった。
　◦�「オリジナルなほめ言葉」「ポジティブなほめ言葉」「ポジティブなほめ行動」「肯定的なほめ方」、これら
先生の言葉が印象に残りました。

　◦全ての子どもに対して通用する内容でよかった。
　◦否定的な注目をしない事で、実際の行動が変わりやすい。
　◦ 100％でほめる事と、25％でほめる事の使い方が印象的でした。
　◦第二弾として＊ペアレントトレーニングを受けたい。
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　「親子健康支援事業」は、専門医のミニ講座と子育てアドバイスを行う事業
です。小児科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、歯科の専門の医師が健康に関す
るお話をされます。お近くの会場でお手伝いをお願いします。

＜募集条件＞　18 歳以上の方（支援員、2 級、3 級修了者いずれでも）
＜申込締切＞　開催日前日までにお申し込みください。
＜問合せ先＞　健康生きがい部健康推進課健康母子保健係　
　　　　　　　乳幼児コース担当まで：電話（３５７９）２３１３

「親子健康支援事業～乳幼児コース～」

見守りボランティアを募集します !

① 常盤台地域 向原 1-18-5 CAP’S 向原 6/ 4（木）

② 高島平地域 蓮根 3-15-1-104 CAP’S 蓮根第二 6/16（火）

③ 赤塚地域 成増 5-19-41 CAP’S しらさぎ 7/14（火）

④ 志村地域 前野町 2-23-1 CAP’S 南前野 9/15（火）

⑤ 板橋地域 弥生町 16-3 CAP’S 弥生 10/ 1（木）

⑥ 志村地域 志村 2-16-11 CAP’S 志村 10/13（火）

⑦ 赤塚地域 赤塚 6-38-1 CAP’S 赤塚 11/ 5（木）

⑧ 高島平地域 蓮根 2-6-15 CAP’S 蓮根 11/18（水）

⑨ 常盤台地域 東新町 2-43-5 CAP’S 東新 12/18（金）

⑩ 赤塚地域 徳丸 6-2-10 CAP’S 紅梅 1/28（木）

⑪ 高島平地域 高島平 3-12-28 CAP’S 高島平 2/16（火）

～支援員にお願いすること～
　子どもたちのお母さん・お父さんがミニ講座を聞いている時に、
乳幼児の見守りをお願いします。

開催日程及び会場（ 時間はすべて 13：30 ～ 14：45 ）
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【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 
◎ よもぎパーティーのお手伝いをして下さる方
　を募集
■日　　時：５月１３日（水）午前９時 30 分～ 11 時の間
■内　　容：アウトドアクッキングで子どもたちと
　　　　　 ヨモギ団子を作って食べます。
■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：５月７日（木）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）

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

ボランティアレポート

風の子保育園

　「餅焼きパーティ」
　　1月 22日 ( 水 )　9:30 ～ 11:00

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▼
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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
睦月、如月、弥生と季節が移り巡り世の中が新型コロナ
ウイルスと云う目に見えないものの襲来に多くの事、多
くの人たちが世界中で翻弄される中、春はそこ迄来てい
るようで桜の開花宣言が出されました。
いろいろな情報に惑わされず桜の木のように地にしっか
りと足を付け、手洗い、うがいの励行に心がけてと思う
ばかりです。

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。

餅焼きパーティのお手伝いに行ってきました。
風の子保育園は、「焼き芋」「じゃがいも」そして今回の「餅焼き」と 3 回目のお手伝いでした。
毎回季節感があり、食べるまでのプロセスを大事にした食育で、子ども達の反応を見るのが楽しみ
でした。今回は餅と言うことで、詰まらせないだろうか、大丈夫だろうかと心配でもありました。
園に着くと、保育士の方が上手に砂場で火を起こしていました。勢いよく燃える炎をチラチラ見な
がら、子ども達は餅を小さく割り網にのせました。2 才から 6 才の 18 名が順番に、きな粉と砂糖を
混ぜ、大根をすり下ろし準備しました。
待ちに待ったお餅が焼けて、「きな粉餅おいしい」「からみ餅は辛～い」「おかわり」など。
全員が上手に餅を食べ終わり、ほっとしました。そして、こんな体験を大切にしてくれる園がある
んだとうれしく思いました。


