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板橋区子育て支援員活動
サポートステーション

第85号
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編集後記
コロナ禍の今、我が家はプランターの夏野菜が目を楽しませてく
れて、そして食卓へ色鮮やかな野菜が並ぶ日々が続いています。
大葉、モロヘイヤ、ピーマン、ナス、おかわかめ、ミニトマトの苗を
春先に購入してプランターで栽培中です。
朝夕に水をたっぷりとあげて、プランターの向きを変えたりする
日々はお家時間の楽しみ方の1つになっていました。
天ぷらやピーマンの肉詰め、サラダに、茹でて使うなど食材の工
夫でメニューはいろいろです。皆さんのお家時間の楽しみ方はど
んな事がありますか？

写真掲載に関しては、所有者のご了承をいただいております。

★サポートステーションからのお知らせ
★心を寄せて----今は叶わなくても
★保育園の新型コロナウイルス感染症防止の取り組みについて
★令和3年度「食」からつながる、応援プロジェクト食品配布会

★子どもに関するご相談窓口

★ボランティア マッチング　待ちに待った読み聞かせ
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コロナ禍の中、4回目の緊急事態宣言が８月22日まで発出されております。
今年度の地域別交流会開催予定のお知らせです。
昨年度の子育て支援員養成講座、交流会、スキルアップ講習会、地域別交流会（1回
開催）が延期、中止となっておりました。
今年度の子育て支援員養成講座１回目、交流会と延期の状態となっております。こ
の事に伴い、地域別交流会開催につきまして今後のコロナ感染状況を鑑み、担当所
管課と協議をしながら地域別交流会の開催日程等をお知らせさせて頂きます。
今後とも、皆さまのご協力を宜しくお願い致します。

地域別交流会

ボランティアマッチング  待ちに待った読み聞かせ

児童館、図書館
での読み聞かせが再開しました。

久しぶりの児童館、子供たちの声が聞こえてきます。
ドキドキしながらホールに入りますと

元気な子供たちの姿にワクワクしてきました。
お母さんたちの膝の上で子供と一緒にゆったり大型絵本で

始まり紙芝居では問いかけに答えてくれました。
布絵本ではお母さんと一緒に手遊びを交えたり、満面の笑顔の

子供達を見ていると幸せな気持ちになります。
コロナ禍で参加してくださったお母さん方のすてきな笑顔を

目にし、共に楽しいひと時でした。
子供たちの心に寄り添いながら楽しさ溢れる絵本を

届けたいと思います。

（図書館）
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　昨年来、まだ、世界的に新型コロナウイルス感
染症が猛威をふるっています。マスクをつけての
日常はお互いの表情も分かりにくく、大人も子ど
もも様々なストレスを抱えた生活が続いていま
す。子ども達の園や学校での生活にも、飛沫防止・
ソーシャルディスタンスへの配慮から、黙食や向
かい合って座らないといったこれまでには無
かったルール等、多くの制約が生じています。大
人も、不要不急の外出や移動の自粛が求められ、
食材や日用品以外のショッピングも何となく憚
られたり、一斉休校や幼稚園等が休園となった時
期もあり、朝から晩までずっと家の中で子どもと
だけ過ごしたり、リモート勤務のご家族の仕事の
邪魔にならないように気遣ったり、ストレスフル
で精神的に不安定になりがちな毎日です。
　とりわけ、小さなお子さんを育てていらっ
しゃるご家庭では、感染しないよう濃やかに注
意を払いながら、どのように子どもたちと向き
合い育てていったらいいのか、不安も大きいこ
とでしょう。

　　　　　　　　　　　　

　それは、最新のアンケート調査からも窺われま
す。「すまいる 第83号」に国立成育医療研究セン
ターの資料が紹介されていましたが、同センター
の取り組みの一つに『コロナ×こどもアンケー
ト』※1があります。この調査に、［保護者の気持ち］
についての質問があります。

［あなたへの支援に関することで、あなたが今知
りたいことや必要なものは何ですか？］という項
目です。あてはまるものをすべて選ぶ回答方式
で、多くの方が選択されたのは、［小さな愚痴や不
満を気軽におしゃべりできる場］［自分の不安や
苛立ちへの対処法／リラックス方法についての
情報］［自分のことを気軽に相談できる相手］で
す。これらへのニーズは、とくにお子さんの年齢
別でみると、0～2歳児の保護者に顕著です。
　また、［お子さまの支援に関することで、あなた
が今知りたいことや必要なものは何ですか？］と
いう質問項目もあります。0～2歳児の保護者の約
半数が、子どもの［からだ］や［こころ］の健康につ
いての［情報］や、子どものことを気軽に［相談で
きる相手］［おしゃべりできる場］［短時間でも子
どもを預かってくれる人・場所］を選択されてい
ます。なかでも、ニーズの高いのは、［こどもの様
子を気楽におしゃべりできる場］です。
　このように、アンケート結果には、多くの保護
者とくに小さなお子様の保護者の方たちが、確か
な情報も得られず不安や苛立ちを抱えていらっ
しゃる現状、緊急事態宣言下には子育てを支える
場も閉鎖を余儀なくされた期間もあり、コロナ禍
以前のようにそうした場所に気軽に出かけて
いってストレスを解消する術もなくなってし
まっている状況が示されています。支援の必要性
が改めて実感されます。

　板橋区子育て支援員養成講座を修了された多
くの方たちが、区内の子育て支援の場で活躍して
いらっしゃるとのことです。コロナ渦の昨今、ボ
ランティアの機会もなかなかない、あるいは、制
約があって活動が思うに任せない状況にあって、
もっと何かできることはないのか、歯がゆいお気
持ちの方もいらっしゃるかもしれません。けれど
も、今は思うような支援活動が叶わなくても、子
育て支援者・子育て支援員のみな様には、こうし
たアンケート結果にも現れている、支援を求めて
いらっしゃる方たちの声なき声に耳を傾け、心に
留めて頂くことをお願いしたいと思います。
　そして、迂遠に思われても、心を寄せ続けて下
さることが、きっと今後の大きな支援の活動に繋
がっていくものと考えます。毎日不安やストレス
を抱えながら、愚痴をこぼす相手も気軽に相談で
きる人もなく、子どもの寝顔を見つめる夜、子育
てを支援して下さっているファミリーサポート
援助会員の方や育児支援ヘルパーの方のお顔を
思い出すだけで、あるいは、明日になったら電話
してみようと考えるだけで、救われる思いがする
こともあるのではないでしょうか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　

　コロナ禍においては、これまで当たり前にでき
ていたことができなくなり、どうしても人と人と
の繋がりが薄く・難しくなりがちです。

けれども、そんな状況でも、子どもたちの心身の
健やかな育ちを考え、何か工夫して人との繋がり
を少しでも取り戻せるよう、新しい関わりの方法
を模索していかなければと考えます。気の張らな
い電話でのお喋りや、短くても温かい気持ちの伝
わる葉書のお便り・オンラインを利用したリアル
タイムでお互いの顔の見える対話等、コロナ渦で
も、どのような形での支援ならば無理なく行える
のか、皆で協力して知恵を出し合い、新たな支援
のツールや方法を考えて活用を進めていきたい
ものです。
そして、今後の活躍の機会に向けて支援力をさら
に高めていけるよう、これまでの養成講座や研修
を振り返ったり資料を読み返したり、また、新た
な研修等にもぜひ参加されてみてはいかがで
しょうか。

　支援する人、支援される人の関係は、決して支援
者が一方的に支えているばかりではないでしょ
う。関わりの中で、支える側も同時に支えられてい
る、かけがえのない経験と存じます。
　子育て支援・ボランティア等、今は十分に活動で
きなくても、いずれもっとご活躍の機会が訪れる
のを待ちながら、現在も可能な支援の方法を工夫
して細々とでも繋がり続けて頂きたいと心から願
います。コロナ禍、子育てに疲れ、たった一人で子
どもと向き合っているような孤立した方たちに
“安心を贈る”ことのできる地域の子育て支援者の
みな様に、心からの敬意を表し、今後のますます
のご活躍を期待申し上げます!

※1  https://www.ncchd.go.jp/center/activity/covid19_kodomo/survey.html（2021年5月25日公表）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・今は叶わなくても
心を寄せて 淑徳大学短期大学部教授　長谷部 比呂美
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保育園の新型コロナウイルス感染症防止の取り組みについて

【はじめに】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
我が「社会福祉法人松葉の園」が運営する「志村さ
かした保育園」の園児等への新型コロナウイルス
感染症防止対策を紹介します。 
厚生労働省通知「保育所における感染症対策ガイ
ドライン」に基づき予防対策を行っています。

【登園】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
朝の園児の体温などの健康状況を「れんらくちょ
う」に記載していただいておりますが、37.5度以上
ですと登園を控えていただきます。 
また園内で、37.5度以上熱が出ましたら、パパかマ
マに迎えをお願いすることになります。 （私には、
孫がまだいませんが、孫が保育園に通うようにな
りましたら、おじいちゃんの私が、熱が出た孫を迎
えにいきます。）
風邪症状がある（発熱、くしゃみ、咳、鼻水、味覚障
害、聴覚障害、関節痛）等、園児やご家族の体調がす
ぐれないときも、保育園への登園を控えていただ
くことになります。
写真1は、朝、5歳児仲良し4人組が、楽しく自動手指
消毒器で指、手のひら、手首などを洗浄している様
子です。

【保護者】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
園内に入る保護者は1名のみに限定させていただ
いています。その保護者には写真2のとおり、毎日、
体温などを記入する健康チェックシー トの記載を
お願いしています。 必要なときは提示もお願いし
ます。

【職員】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
保育士等職員は、当然のことですが、マスクの着用
を徹底しています。 毎朝、出勤前に体温計測、健康
チェックを行い、日々の体調管理に心がけてもら
うとともに、発熱又は風邪の症状がある場合は無
理せず自宅で療養してもらっています。 
発症したときのため、日々誰とどこで会ったかを
メモする等、日々の行動がわかるようにしても
らっています。

【衛生管理】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
衛生管理面では、特に、 トイレの衛生管理を徹底し
ています。 日々の（便器、汚物槽、 ドア、 ドアノブ、
蛇口や水回り、床、窓、棚、 トイレ用サンダル等）の
清掃及び消毒で清潔を保っています。 
ドアノブ、手すり、照明のスイッチ等は、水ふきし
た後、消毒用エタノール、塩素系消毒薬などによる
消毒を行っています。 手すり等、触れることの多い
共用部分は1日に複数回消毒をしています。

【結び】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以上が、 「志村さかした保育園」の新型コロナウイ
ルス感染症防止対策の主な内容です。
7月7日現在のところ、園児たちからも職員の誰か
らも、新型コロナウイルス感染症の発症はありま
せん。
この拙文を皆様に読んでいただける頃には、新型
コロナウイルス感染症が全国的にも、世界的にも
終息に向かうことを強く祈るばかりです。

社会福祉法人松葉の園理事長／
NPO法人いたばし子育て支援・フラワー会員 中村 一芳

「食」からつながる応援プロジェクト
食品配布会

日時：6月19日 ／ 場所：志村坂上地域センター

日時：6月20日 ／ 場所：グリーンホール

主催：板橋区・板橋区社会福祉協議会
共催：板橋区民生・児童委員会
協力：いたばし総合ボランティアセンター／
　　  いたばし子どもの居場所連絡会

コロナ禍の昨年よりはじまったこの「食」から
つながる応援プロジェクトは今回で４回目と
なりました。
今、食の支援が必要なひとり親世帯、子育て世
帯、若者、児童養護施設卒園者、外国にルーツを
持つ世帯、高齢世帯などへ「食品の提供」を通し
て「食」からつながるプロジェクトです。
昨年３回開催された時よりも今回はプロジェ
クトの輪が広がりました。多くの企業、団体、ボ
ランティアの皆さんが賛同し、食品を提供する
だけではなく、当日の人材のボランティアでも
協力しています。
その他、当日だけでなく事前準備も企業の
方々、団体の皆さんそして今回は大学生のボラ
ンティアの皆さんも加わり皆さんの熱い思い
で準備がすすめられました。
今、様々なつながりで地域を元気にし、新しい
形を学び、支え合い活動を通して、今のコロナ
禍を一緒に乗り越えて行きます。

住民、企業、地域団体、板橋区社会福祉協議会、
いたばし総合ボランティアセンター等が板橋
区と連携し「切れないつながり」となり、地域連
携の食品配布で地域活動や交流の場の紹介を
し社会的孤立防止の役割も担っています。
今回第4回目が終了されましたが、9月、12月、
3月各2回実施されます。

令和3年度

（写真1）
　（写真2）
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ランティアの皆さんが賛同し、食品を提供する
だけではなく、当日の人材のボランティアでも
協力しています。
その他、当日だけでなく事前準備も企業の
方々、団体の皆さんそして今回は大学生のボラ
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で準備がすすめられました。
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3月各2回実施されます。

令和3年度

（写真1）
　（写真2）



76

民生委員・児童委員は、地域の方々の悩みごとや困りごとのご相 談に応じ、区や関係機関へつなぐかけ橋の役割を
担っています。家庭や子どもの問題について、地域•家庭•学校•その他の関係機関と連携して活動しています。民
生委員・児童委員には秘密を守る義務があるため、相談内容が他に漏れる心配はありません。ひとりで悩まず、安
心してご相談くだ さい。
※民生委員・児童委員には、担当区域があります。ご自分の担当区域の民生委員・児童委員がわからないときは、
　お問い合わせください。

板橋区内に5カ所ある健康福祉センターでは、地区担当保健師が、妊娠早期から、出産や産後の育児につ
いてのご相談をお受けしています。
妊娠中の過ごし方に心配や不安がある方、出産後の赤ちゃんの成長・発達、病気や予防接種、健診などに
関して相談したい方、お母さんの体調やこころの健康、子育てに関する悩み等がある方は、お気軽にご相
談ください。
※お住まいの地区によって、担当する健康福祉センターが異なります。
　担当地区は、区のホームページをご覧ください。

板橋区子ども発達支援センターは、板橋区にお住まいの、発達に気がかりのあるお子さんについて相談・
支援を行う機関です。専門スタッフがお話をうかがい、お子さんへの関わり方についてお話ししたり、必
要に応じて適切な専門機関をご紹介する専門相談（予約制）、保護者の方を対象にスタッフがお話をする
各種教室（申込制） などを行っています。
※詳しくは、区のホームページをご覧ください。

CAP'S児童館は子育てに関する疑問や不安を少しでも軽減し、楽しく子育てできるよう支援する施設です。児童
とその保護者等を対象に、児童館のスタッフが子育ての中でおきる疑問や不安、日常生活や遊びに関する相談を
受け付けています。まずはお近くのCAP'S 児童館に遊びにいらしてください。そして、どんなことでもかまいませ
ん、スタッフにお話ししてみてください。
※乳幼児の保護者を対象に、専任相談員が子育て相談を受け付ける「子育て相談エール」を行っている児童館、
　子育ての”ちょっと気になる”に寄り添った少人数制のプログラムを月に1〜2回実施する「ほっとプログラム」を行ってい　
る児童館もあります。
※詳しくは、区のホームページをご覧ください。

各区立保育園では、ご家庭における育児の悩みについて、平日電話による相談を随時受けています。
※区立保育園の一覧は、区のホーム ージをご覧ください。

子ども家庭支援センタ では、子育ての不安や悩み、困っていること、わからないことなど、子育てに関することで
あれば、なんでもご相談いただける「子どもなんでも相談」を開設しています。
お子さん自身の相談、保護者の方からの子育ての相談などができます。相談内容によって保健、保育、心理、福祉な
どの専門スタッフが対応します。内容については、すべて秘密を守ります。
相談方法は、電話または来所してください。来所面接相談は予約制となります。事前にお電話ください。

童相談所では子どもに関するさまざまな相談をお受けします。
相談にあたっては、児童福祉司（ソーシャルワーカー）、児童心理司、医師などの専門スタッフが一緒に問題を解決
します。

お問合せ／福祉部生活支援課 ☎3579-2352
（ホームページ） https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/fukushi/minsei/1003809.html

（ホームページ） 
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/koseki/madoguchi/madoguchi/1001713.html 

お問合せ／子ども家庭部子ども政策課 ☎3579-2475
（各CAP'S児童館ホームページ） 
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/asobiba/jidoukan/index.html

お問合せ／
板橋健康福祉センター
上板橋健康福祉センター
赤塚健康福祉センター 

☎3579-2333
☎3937-1041 
☎3979-0511

 
志村健康福祉センター 
高島平健康福祉センター

☎3969-3836
☎3938-8621 

開所時間／
月〜金曜日　　9時30分〜16時30分
第2・4土曜日　 9時30分〜12時
※第1・3・5土曜日および日曜・祝日・12月29日〜1月3日はお休みです

（ホームページ）  ジ） https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/soudan/ madoguchi/1 002457.html 

受付時間／
●心理・言語専門相談
　月〜土曜日（休日、年末、年始を除く）　9時〜17時
　※心理相談のみ毎週火曜日は19時まで
●学校相談
　月〜金曜日（休日、年末、年始を除く）　9時〜17時
●成増教育相談（心理専門相談）
　月〜金曜日（休日、年末、年始を除く）　9時〜17時

お問合せ／
●心理・言語専門相談　　　　　☎3579-2197
●学校相談　　　　　　　　　  ☎3579-2199
●成増教育相談（心理専門相談）  ☎3975-9693

お問合せ／各区立保育園
（ホームページ）  
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/azukeru/ninka/annai/hoikuen/index.html

お問合せ／子どもなんでも相談 ☎3579-2656（月 ～金曜日　9時～17時
※令和 3年度から、上記相談の電話受付の一部を業務委託し、24時間365日受付可能な体制を整えます。
詳しくは区ホーム ージ等でご確認ください。

（ホームページ）  https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/soudan/kosodate/1004691.html
※二次元コードおよびホームページアドレスは「子どもなんでも相談」になります。

お問合せ／北児童相談所 ☎3913-5421（月 ～金曜日 9時～17時）
児童相談所全国共通ダイヤル ☎189（いちはやく）
※お近くの児童相談所につながります。一部のIP電話からはつながりません。
　夜間および土日祝日も対応します。自動音声で案内します。通話料がかかります。

（ホームページ）  https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/anzen/jinken/1004596.html

地域には、子どもの居場所のほか、子どもに関わるさまざまな相談窓口•
関係機関があります。ここでは、その代表的なものをご紹介します。

民生委員
・

児童委員

CAP'S児童館

保育園

子ども家庭
支援センター

ホームページ

CAP'S児童館
一覧ページ

保育園
一覧ページ

心理・言語
専門相談

学校相談

児童相談所

子 ど も に 関 す る ご 相 談 窓 口

子育てに関することなら・・・

親子の健康・発達に関することなら・・・

学校・教育に関することなら・・・

健康福祉センター

教育支援センター（板橋区役所南館6階）では、板橋区に在学・在住の幼児、小・中学生および高校生とその保護者のた
めに、お子さんの成長過程で生じるさまざまな問題や悩みについて、専門職の相談員が相談をお受けしています。

「心理専門相談」では、不登校、お子さんのこころや行動•発達に関して臨床心理士が相談をお受けしており、成増にも
相談室があります。いずれも予約制です。
また、いじめ、不登校などへの対応、教員の働き方やハラスメントなどについて、教育相談アドバイザーが話をお聞き
し対応する「学校相談」も行っています。相談の秘密は守ります。また、費用は無料ですので、まずはお気軽にお電話く
ださい。

教育支援センター

板橋区子ども発達
支援センター
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要に応じて適切な専門機関をご紹介する専門相談（予約制）、保護者の方を対象にスタッフがお話をする
各種教室（申込制） などを行っています。
※詳しくは、区のホームページをご覧ください。

CAP'S児童館は子育てに関する疑問や不安を少しでも軽減し、楽しく子育てできるよう支援する施設です。児童
とその保護者等を対象に、児童館のスタッフが子育ての中でおきる疑問や不安、日常生活や遊びに関する相談を
受け付けています。まずはお近くのCAP'S 児童館に遊びにいらしてください。そして、どんなことでもかまいませ
ん、スタッフにお話ししてみてください。
※乳幼児の保護者を対象に、専任相談員が子育て相談を受け付ける「子育て相談エール」を行っている児童館、
　子育ての”ちょっと気になる”に寄り添った少人数制のプログラムを月に1〜2回実施する「ほっとプログラム」を行ってい　
る児童館もあります。
※詳しくは、区のホームページをご覧ください。

各区立保育園では、ご家庭における育児の悩みについて、平日電話による相談を随時受けています。
※区立保育園の一覧は、区のホーム ージをご覧ください。

子ども家庭支援センタ では、子育ての不安や悩み、困っていること、わからないことなど、子育てに関することで
あれば、なんでもご相談いただける「子どもなんでも相談」を開設しています。
お子さん自身の相談、保護者の方からの子育ての相談などができます。相談内容によって保健、保育、心理、福祉な
どの専門スタッフが対応します。内容については、すべて秘密を守ります。
相談方法は、電話または来所してください。来所面接相談は予約制となります。事前にお電話ください。

童相談所では子どもに関するさまざまな相談をお受けします。
相談にあたっては、児童福祉司（ソーシャルワーカー）、児童心理司、医師などの専門スタッフが一緒に問題を解決
します。

お問合せ／福祉部生活支援課 ☎3579-2352
（ホームページ） https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/fukushi/minsei/1003809.html

（ホームページ） 
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/koseki/madoguchi/madoguchi/1001713.html 

お問合せ／子ども家庭部子ども政策課 ☎3579-2475
（各CAP'S児童館ホームページ） 
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/asobiba/jidoukan/index.html

お問合せ／
板橋健康福祉センター
上板橋健康福祉センター
赤塚健康福祉センター 

☎3579-2333
☎3937-1041 
☎3979-0511

 
志村健康福祉センター 
高島平健康福祉センター

☎3969-3836
☎3938-8621 

開所時間／
月〜金曜日　　9時30分〜16時30分
第2・4土曜日　 9時30分〜12時
※第1・3・5土曜日および日曜・祝日・12月29日〜1月3日はお休みです

（ホームページ）  ジ） https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/soudan/ madoguchi/1 002457.html 

受付時間／
●心理・言語専門相談
　月〜土曜日（休日、年末、年始を除く）　9時〜17時
　※心理相談のみ毎週火曜日は19時まで
●学校相談
　月〜金曜日（休日、年末、年始を除く）　9時〜17時
●成増教育相談（心理専門相談）
　月〜金曜日（休日、年末、年始を除く）　9時〜17時

お問合せ／
●心理・言語専門相談　　　　　☎3579-2197
●学校相談　　　　　　　　　  ☎3579-2199
●成増教育相談（心理専門相談）  ☎3975-9693

お問合せ／各区立保育園
（ホームページ）  
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/azukeru/ninka/annai/hoikuen/index.html

お問合せ／子どもなんでも相談 ☎3579-2656（月 ～金曜日　9時～17時
※令和 3年度から、上記相談の電話受付の一部を業務委託し、24時間365日受付可能な体制を整えます。
詳しくは区ホーム ージ等でご確認ください。

（ホームページ）  https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/soudan/kosodate/1004691.html
※二次元コードおよびホームページアドレスは「子どもなんでも相談」になります。

お問合せ／北児童相談所 ☎3913-5421（月 ～金曜日 9時～17時）
児童相談所全国共通ダイヤル ☎189（いちはやく）
※お近くの児童相談所につながります。一部のIP電話からはつながりません。
　夜間および土日祝日も対応します。自動音声で案内します。通話料がかかります。

（ホームページ）  https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/anzen/jinken/1004596.html

地域には、子どもの居場所のほか、子どもに関わるさまざまな相談窓口•
関係機関があります。ここでは、その代表的なものをご紹介します。

民生委員
・

児童委員

CAP'S児童館

保育園

子ども家庭
支援センター

ホームページ

CAP'S児童館
一覧ページ

保育園
一覧ページ

心理・言語
専門相談

学校相談

児童相談所

子 ど も に 関 す る ご 相 談 窓 口

子育てに関することなら・・・

親子の健康・発達に関することなら・・・

学校・教育に関することなら・・・

健康福祉センター

教育支援センター（板橋区役所南館6階）では、板橋区に在学・在住の幼児、小・中学生および高校生とその保護者のた
めに、お子さんの成長過程で生じるさまざまな問題や悩みについて、専門職の相談員が相談をお受けしています。

「心理専門相談」では、不登校、お子さんのこころや行動•発達に関して臨床心理士が相談をお受けしており、成増にも
相談室があります。いずれも予約制です。
また、いじめ、不登校などへの対応、教員の働き方やハラスメントなどについて、教育相談アドバイザーが話をお聞き
し対応する「学校相談」も行っています。相談の秘密は守ります。また、費用は無料ですので、まずはお気軽にお電話く
ださい。

教育支援センター

板橋区子ども発達
支援センター



〒173-0014  東京都板橋区大山東町28-8-202
TEL&FAX：03-6912-4421（平日10：00 ～ 18：00／日祝お休み）
●mail：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/
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編集後記
コロナ禍の今、我が家はプランターの夏野菜が目を楽しませてく
れて、そして食卓へ色鮮やかな野菜が並ぶ日々が続いています。
大葉、モロヘイヤ、ピーマン、ナス、おかわかめ、ミニトマトの苗を
春先に購入してプランターで栽培中です。
朝夕に水をたっぷりとあげて、プランターの向きを変えたりする
日々はお家時間の楽しみ方の1つになっていました。
天ぷらやピーマンの肉詰め、サラダに、茹でて使うなど食材の工
夫でメニューはいろいろです。皆さんのお家時間の楽しみ方はど
んな事がありますか？

写真掲載に関しては、所有者のご了承をいただいております。

★サポートステーションからのお知らせ
★心を寄せて----今は叶わなくても
★保育園の新型コロナウイルス感染症防止の取り組みについて
★令和3年度「食」からつながる、応援プロジェクト食品配布会

★子どもに関するご相談窓口

★ボランティア マッチング　待ちに待った読み聞かせ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2～P3
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8

サポートステーションからのお知らせ
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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）
［発行］

　　　　　　　　　　

コロナ禍の中、4回目の緊急事態宣言が８月22日まで発出されております。
今年度の地域別交流会開催予定のお知らせです。
昨年度の子育て支援員養成講座、交流会、スキルアップ講習会、地域別交流会（1回
開催）が延期、中止となっておりました。
今年度の子育て支援員養成講座１回目、交流会と延期の状態となっております。こ
の事に伴い、地域別交流会開催につきまして今後のコロナ感染状況を鑑み、担当所
管課と協議をしながら地域別交流会の開催日程等をお知らせさせて頂きます。
今後とも、皆さまのご協力を宜しくお願い致します。

地域別交流会

ボランティアマッチング  待ちに待った読み聞かせ

児童館、図書館
での読み聞かせが再開しました。

久しぶりの児童館、子供たちの声が聞こえてきます。
ドキドキしながらホールに入りますと

元気な子供たちの姿にワクワクしてきました。
お母さんたちの膝の上で子供と一緒にゆったり大型絵本で

始まり紙芝居では問いかけに答えてくれました。
布絵本ではお母さんと一緒に手遊びを交えたり、満面の笑顔の

子供達を見ていると幸せな気持ちになります。
コロナ禍で参加してくださったお母さん方のすてきな笑顔を

目にし、共に楽しいひと時でした。
子供たちの心に寄り添いながら楽しさ溢れる絵本を

届けたいと思います。

（図書館）




