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今回の「すまいる」は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い内容が通常
と変わっております。

●それぞれの実施延期・中止のお知らせを、2ページに掲載致しました。
　ご確認をお願い致します。

●�ボランティア情報に付きましては、新型コロナウイルス感染拡大に
伴いありませんでした。



2

延期・中止のお知らせ

① 交流会中止のお知らせ
　 日時：7 月 18 日（土）午後

② 地域別交流会についてのお知らせ
　  昨年度は 6 月、7 月に開催しましたが、新型コロナウイルス
　 感染拡大に伴い実施未定
　 ＜お問合せ先＞　サポートステーション　（電話 5926-9224）

③ 「親子健康支援事業～乳幼児コース～」
　 見守りボランティアの募集変更のお知らせ
　　・常盤台地域　6 月 4 日（木）
　　・高島平地域　6 月 16 日（火）
　　・赤塚地域　　7 月 14 日（火）
　　　上記の日程は中止です。
　　　それ以外の日程は現在未定です。
　 ＜お問合せ先＞　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）

④ 子ども家庭支援センターからのお知らせ
　 ファミリー・サポート・センター事業の第１回養成講座終了後
　 に行っていた、援助会員登録説明会の中止及び、育児支援ヘル
　 パー登録会・講習会を中止とさせていただきます。
　 ＜お問合せ先＞　子ども家庭支援センター　（電話 3579-2656）
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お話し会に向くおすすめ絵本と紙芝居

書　名 著者名 テーマ 対象年齢

スプーンちゃん 小西　英子 楽しいリズム 乳児

みずちゃぽん 新井　洋行 くりかえし 乳児

なきごえバス えがしらみちこ 参加型の 乳児

もこもこもこ 谷川　俊太郎 知恵を育む 乳児

きつねのかみさま あまんきみこ 愛情 幼児

しんかんせんがうちにくる のぶみ 友達 幼児

りんごかもしれない ヨシタケシンスケ 発想えほん 幼児

書　名 著者名 テーマ 対象年齢

みみをすませて 和歌山　静子 自然の発見 乳幼児

いやいやたまご 竹下　文子 リズムにのって 乳幼児

あんもちみっつ 小谷　章三 笑いばなし 子供、高齢者

いぐいすのホー 杉浦　宏 自然 幼児、高齢者

おおきなぼうし 木曾　秀夫 思いやり 幼児

紙 芝居

自粛生活の中で、今後の皆様の
活動の参考に選んでみました。

絵本
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令和元年度　サポステアンケート結果報告  
　1 月に発行の「すまいる 76 号」に同封いたしました、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。
　年 1 回のサポステアンケートも今回で 7 回目となりました。記入欄にお答えいただきましたご意見を
まとめて、子ども家庭支援センターと共有しサポートステーション運営に役立たせております。
　今回のアンケートの結果をすまいる読者の皆さんと共有させていただきたく、ここに一部をご報告さ
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 3）

③「すまいる」を見ていますか？（問 6）

●�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％→平成 29年 34.2％→平成 30年 34.4％→令和元年 39.8％となり、昨年度からも回復傾向
にあります。

　子育てを終えた方々がご自分の経験と講座で学ん
だ事をいかされて、支援活動に大きく貢献下さって
いるのがわかります。

　「すまいる」を見ていてくれている方
が 70％強となっています。
�サポステ登録者の方が、板橋区の子育
て支援の情報に興味を示していることが
わかります。

支援員 2 級 3 級 全体
発送数（宛先不明数） 303 276 256 835

回答数 168 115 50 333
回答率 55.4% 41.6% 19.5% 39.8%

30代 2.2%

40代 15.2%

20代 11%

50代 30.9%

60代 35.4%

70代 15.2%

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

73%

9.45%

8.1%

76.7% 10% 10%

73.9% 9.2%

9.45%

6.2%

3.3%3.3%

10.7%
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④情報誌「すまいる」を見る理由（問 7）

※「すまいる」を見ている理由　
（合計 329 名の内訳）

0 20 40 60 80 100（人）

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

58
92

52
50

73
4

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 9-1）

　令和元年度のアンケート結果をお知らせさせていただきます。
　サポートステーション登録者の支援員、2級、3級の皆さまのお声と、皆さまのお力が
板橋区の子育て支援力の一助となっております。
　アンケートにご協力いただきました皆さま、ありがとうございました。

《終わりに》

3級2級支援員
参加した
ことある
34.2%

参加した
ことある

40%

参加した
ことある

28%
参加した
ことない
65.8%

参加した
ことない

60%
参加した
ことない

72%

「サポステ」と
は？

・「サポステ」の正式名称は、「子育て支援員活動サポートステーション」です。
・�講座修了者の方が子育て支援員、支援者として「サポステ」へ登録されているところです
　（登録は任意です）。

「サポステ」はこんな活動をしています
・「すまいる」の発行 (年 6回 )
・ホームページでの情報発信
・「ボランティア活動」のマッチング
　　★ボランティア情報収集 (児童館、保育園等の情報 )
　　★ボランティア情報発信 (すまいるへ掲載 )
・「ボランティア活動実績」を区へ報告 (毎月 )
・支援員・支援者の皆さんからのご相談対応
・スキルアップ講習会実施 (年 3回 )
・交流会実施 (年 2回 )
・地域別交流会実施 (区内 5箇所 )
・アンケート実施 (年 1回 )

＊ボランティア活動へのご質問等はサポステへご連絡下さい。
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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
　今回のすまいる発行の準備は 3 密を避け自粛、ソー
シャルディスタンスを守り出来上がった 78 号です。
　医療関係者の皆さん、社会のインフラを支えて下さっ
ている方々に感謝をしながら、自粛生活解除となる迄は
皆さんも行動には気をつけてお過ごし下さい。

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。

ボランティアレポート

風の子保育園

　「イワシ焼きのお手伝い」
　　2月 3日 ( 月 )　9:30 ～ 11:00

すまいるのボランティア情報を見て、節分のイワシ焼きのお手伝いに行って来
ました。
子どもたちはイワシを食べるのだろうか？と思いましたが、むしゃむしゃと頭
から尻尾まで食べて焼くのが追いつきませんでした。
焼きたてのおいしさと、みんなで食べる雰囲気でしょうか丸ごと
カルシウムの塊の 72 匹を食べつくしました。
今年も健やかに過ごして欲しいと思いました。


