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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89号
2022．3．31

編集後記
平成から令和と板橋区子育て支援事業を担って来た今、思う事
はコロナ禍での事業全般でのネット環境です。このコロナ禍で
サポートステーションスタッフは皆「ネット環境の整備」と言う
壁を目の前にし、動画配信実験までたどり着く事ができました。
私たちの板橋区子育て支援事業はここで終わります。
さぁ、この春サポートステーションのスタッフは板橋区子育て
支援者•支援員の皆さま、多くの皆さまのご理解、ご協力への
感謝とともに、頭を切り替えて一歩前進してまいります。
では、ごきげんよう。

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。
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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］

子育て支援者•支援員の皆さんの中には、保育現場で
就労されている方たちは絵本を読む事は日々あると思います。
そして、お話会や読み聞かせの活動の場で活躍されている方も大勢いるのでは
ないでしょうか。絵本に関する活動はしていない方でお孫さんへの絵本選びや
絵本を読んであげている方も大勢いると思います。
絵本（本）からは子どもも大人の私たちも新しい発見との出会いや心を豊かにし
てもらえる事があります。
文字や数や色などを覚えたりする事もあります。
子どもたちが大人になった時に絵本からのいろいろな出会いが一生の宝ものに
なる事もあるでしょう。これらの事を大人の私たちは忘れずに子どもたちと
向き合って行きたいと思います。

子育て支援員活動サポートステーション　
スタッフ一同

おじいさんが雪の降る森の中で落とした片方の「てぶくろ」のお話です。  
登場：ネズミ•カエル•ウサギ•キツネ•オオカミ•イノシシ•クマ

私たちと同じ空の下のウクライナの方たちを思い
この「てぶくろ」を手に取り読んでみては
いかがでしょうか。

ウクライナ民話  「てぶくろ」
1961年11月1日初版

★コロナ禍での動画配信をしてみて／通信誌「すまいる」について
★支援員の皆さんからのエピソード
★絵本から学んでみませんか 絵本の紹介 「てぶくろ」

通信誌「すまいる」についてお知らせ

コロナ禍での動画配信をしてみて

●子育て支援員活動サポートステーション事業運営終了のお知らせ
年間6回発行してまいりました「すまいる」は今回の89号をもちまして終了となります。
今後は子育て支援員活動サポートステーションのホームページにて子育て支援に関係する
情報の発信、講座の動画配信となります。引き続き、子育て支援員活動サポートステーション
のホームページのご活用を宜しくお願い致します。

子育て支援員活動サポートステーションの事業内容も社会の変化や子育て環境の在り方が大
きく変わっています。子育て支援員活動サポートステーションでは座学でのスキルアップ講習
会を毎年3回実施しておりました。このコロナ禍にて今年度は初めて試みとして動画配信をさ
せて頂きました。動画発信のスキルアップ講習会は皆さんのペースにあわせて講師の方を独り
占めにして何度でも受講ができ嬉しいですとのお声も届いております。
この様に子育て支援員活動サポートステーションも時代の変化に伴い、ネット環境の整備等を
整えながら運営をしております。これらの事は子育て支援者・支援員の皆さまのご協力による
ものと子育て支援者ステーションのスタッフ一同感謝しております。皆さまにおかれましては
板橋区の子育て支援の、多岐に渡るシーンでの更なるご活躍されますことを願っております。

絵本のまち

板橋
に住む

絵本の
紹介

http://kosodatesien.jp/



32

No.1

No.3

No.2

支援員養成講座を受けてからはファミリーサポートセンターに登録し5年間で30組の親子
と関わらせて頂きました。幼児乳児の預かり、保育園・幼稚園の送迎など、とても楽しくお仕
事させていただきました。また、いたばし子育て支援・フラワーの会員として「すくすくひろ
ば」の運営・児童館ボランティアなどをさせていただき、経験を積ませて頂き感謝していま
す。いたばし子育て支援・フラワーが板橋区から支援員支援者のサポートステーションとし
ての委託を受けてからは「すまいる」の発行やスキルアップ講習のお手伝いなどもさせてい
ただくことが出来ました。
又、個人的には小学校の見守り、保育園にも就転し、今は小学校のスクールスタッフとして
お仕事中です。支援員養成講座を受けたお陰で、いつも子育ての関わるお手伝いが出来た事
が感謝です。

私は、養成講座を終了してから保育園の無償ボランティア（週２回午前中）、児童館での読み聞
かせ活動の手伝い、図書館での」読み聞かせ等を行ってきました。コロナ禍で全ての活動ができ
なくなりましたが、昨年の11月頃から少しずつ出来るようになりました。しかし、今年に入っ
てからの感染者の増加でワクチン3回目接種が出来るまでは不安だったので、1月2月は自主的
に休んでいました。2月の始めに接種が終わったので、3月から再開しようと思っています。
又、養成講座の保育園実習がとても楽しかったのが私の活動の原点です。保育園でのお手伝い
と、児童館などでの読み聞かせ、素話の語りが今の生き甲斐です。講座を受けなかったら退職後
の生活はもっと味気ないものになっていたと思います。
養成講座には感謝感謝です‼

No.4
子育て支援者養成講座３級.２級を受講して  
無償ボランティア活動をしていました。しかし、今はコロナ禍のためにボランティア活動は
しておりません。先ず受講の動機は子育ても終わり自分の時間ができた事、そしてボラン
ティアと言う言葉に興味がありました。自分ではボランティアと言うと子どものPTA活動
のかかわり位しかありませんでした。
何かボランティアがてきるかもしれないとの思いからでした。講座で出会った仲間の方と
の緊張した座学の時間、そしてその仲間の方たちとのランチでの楽しい時間が思い出され
ます。そして実習は児童館での絵本を読む体験もあり「絵本」を事前に選び児童館の利用者
親子の前で楽しく「絵本」を読む事もできました。この様に講座受講中での学びや体験、そし
て仲間との出会いが思い出され出会った方とは今でもお付き合いをしています。実際のボ
ランティア活動では実習でお世話になった児童館や他の児童館へ行きました。ボランティ
アに入る日は無償ボランティアと言えども体調を整えて、緊張感を持って自分のモチベー
ションを高めていました。先生方の指導で縁日、運動会、児童館のプログラムの講座に参加
中のお母さんに変わりお子さんたちの見守りなどでした。児童館の先生方には右も左もわ
からないボランティアへの配慮には感謝しております。
ありがとうございました。この様な体験からボランティアに入る事で親子のエネルギーと
笑顔をじかに感じとる事ができました。これは子育て中のお母さんの笑顔があるとお子さ
んの笑顔にも出会える様に思います。
コロナ収束はもう少し先でしょうか。
その時を待ちつつおります。

先日すまいる88号が届き、動画配信でスキルアップ講習を受講しました。すまいるを手元に
置き久しぶりに楽しく学びました。以前から年3回のスキルアップ講習を楽しみにしていま
した。思い返せば支援員養成講座で触れた内容の充実に刺激を受けて、以降から講座は楽し
みでした。目先の保育ばかり気を取られ疲れたな、と思うときに多彩なテーマや先生方の魅
力的なお話に背中を押していただきました。今回の動画配信を見ながら先生を独り占めで
きるなんて、なんと贅沢なんだろうと、笑顔でリピートしています。
支援員養成講座を受講後、板橋区の一時保育に登録しました。各福祉センターの一時保育者
として地域のお母様やお子様の見守りを行いお役に立つことで充実感がありました。
今は板橋区内での支援員活動は休止していますが、落ち着いたら再開したいと思います。

支援員の皆さんより様々なメッセージをいただきました。

子育て支援～

　　親子の笑顔～

　　　　私の笑顔～

【問い】５年前からサポートステーションの仕事を板橋区から受託して、今に
至るまでコロナ禍を経験し、私たちサポートステーションのスキルアップ講習
も、情報誌も時代の流れで変わってきました。
さて、皆さんの子育て支援への関わり方、就労経験などをエピソードをお聞
きかせください。 又、子育て支援員支援者養成講座を受講して、受講動機も
含めて、実際の活動はご自身が思い描いていた様子でしたでしょうか？
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～子育て支援者養成講座を受講を振り返って～

子育て支援者養成講座３級、2級を受講して、ファミリーサポート、育児支援ヘルパー、一時
保育者など有償ボランティアとして活動していました。しかし今は年齢が70歳となり全て
の活動は終わっています。活動を思いおこすと1対1の保育や集団保育、我が家での保育、利
用者の家庭での保育などを経験しました。
今思うとなんと楽しい時間を過ごせた事と思います。しかし常に保育へ入る時は緊張感を
持ち、清潔感に気をつけて笑顔は忘れません。この笑顔でお子さんとお母さんたちへ向き
合ってまいりました。
今は子育て支援の最先端からは離れておりますが、お子さんの痛ましい事故や事件、そして
遠い地で今起こっている事を目にし、耳にする事は何と辛く悲しいです。
これ迄の事を思いますと子育て支援者としてたくさんのお子さんや保護者の方の笑顔に出
会えた事に感謝してこれでペンを置かせて頂きます。

No.7
板橋区育児支援ヘルパー派遣事業を受託運営して17年が、ファミリーサポートセンター事

業は4年が経過致しました。

この長い運営の中で見えてきたことは…核家族化や少子化また共働き世帯等での様々な事

情を抱えた方々の孤立が生まれていることです。加えてここ２年以上のコロナ禍により、ひ

とり親家庭で近くに育児の協力が得られない方にとっての子育て事情は、より大変なもの

と推察され『板橋区の子育て支援事業』は、未来に欠かすことのできないものであると確信

しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

これらのことを鑑みますと、育児支援事業は今だけではなく次の世代へとつなげていかな

ければならないということです。育児に疲れ育児支援ヘルパーの支援を必要としていた

方々が、やがて育児から手が離れた時に「今度は私が支援者に」と思って下さるような活動

を目指して運営していかなければならないと思って頑張ってまいりました。そのためには

利用者の要望に対応するだけでなく、支援の手が離れた時に困らないような支援をしてい

かなければならないと思います。そして一番大事なことですが「我が子がかわいい、愛おし

い」と感じていただけるような支援を心掛けていきしょう。　　　　　　　　

私たち事業者側はもちろんのこと、支援者たちも常に自分たちの活動の振り返りをするこ

とが、次のより良い支援につなげることができるのだと思っております。そのためにも、研

修会や勉強会等にも積極的に参加し、仲間同士で意見交換をすることは大切なことではな

いでしょうか。私たちは主にひとりでの活動ですので、自分の活動に対して意見・感想を

言って下さる方はいません。自身で自分の活動を振り返ることは難しいことだと思います。

しかし対人支援をする上ではとても重要なことだと思っております。

支援活動毎に、簡単に自分の振り返りを記録してみるということをお勧め致します。

この間に多くの素晴らしい育児支援ヘルパー・援助会員そして共に働く仲間に出会い活動

ができましたことは『私の宝』となっております。これからこの宝を大切にしながら新たな

道を進んでまいります。今までご協力頂きまして、ほんとうにありがとうございました。感

謝申し上げます。

今後もお体にご留意され、板橋区親子の笑顔の花をたくさん

咲かせるために支援活動を続けていってほしいと

願っております。

ご活躍をお祈り申し上げます。

No.6
保育園の補助員を２年間、保育園は子どもたちの安全を見守る事です。立ったり座ってた
り、ひざ、腰を痛め辞めてしまいましたが、“先生”と言って近づいてくる子どもたちは本当
に可愛いです。しかし、動く・かけだす・けんかする・何もしない子・泣く子、忙しく見守るの
は大変なお仕事でした。
養成講座講座を終了して９年、早いものです。子育ても終わり、次は孫のために、何でもやっ
てみたい見てみたい年代でした（60代）。始めてボランティア活動で行ったハロウィーンの
日のお菓子配り。黒いマント（魔女）を着て保育園の小さなお子さんへの可愛い姿に嬉しい
思い出です。３歳の孫も来てくれました。びっくりしていました。それと、文化会館でのスキ
ルアップ講習だったでしょうか、「平松あずさ先生の手遊び歌」きれいな声に癒されました。
楽しい思い出です。
他、たくさんあります。最後に、すくすくの松村さんを先頭に、
こんな私をメンバーに入れてくれて有難うございました。
焼きそばを作ったりおしゃべりしたり楽しい思い出です。

これからもお元気で…応援いたします。



54

No.5

～子育て支援者養成講座を受講を振り返って～

子育て支援者養成講座３級、2級を受講して、ファミリーサポート、育児支援ヘルパー、一時
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No.7
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かなければならないと思います。そして一番大事なことですが「我が子がかわいい、愛おし

い」と感じていただけるような支援を心掛けていきしょう。　　　　　　　　
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修会や勉強会等にも積極的に参加し、仲間同士で意見交換をすることは大切なことではな

いでしょうか。私たちは主にひとりでの活動ですので、自分の活動に対して意見・感想を

言って下さる方はいません。自身で自分の活動を振り返ることは難しいことだと思います。

しかし対人支援をする上ではとても重要なことだと思っております。

支援活動毎に、簡単に自分の振り返りを記録してみるということをお勧め致します。

この間に多くの素晴らしい育児支援ヘルパー・援助会員そして共に働く仲間に出会い活動

ができましたことは『私の宝』となっております。これからこの宝を大切にしながら新たな

道を進んでまいります。今までご協力頂きまして、ほんとうにありがとうございました。感

謝申し上げます。

今後もお体にご留意され、板橋区親子の笑顔の花をたくさん

咲かせるために支援活動を続けていってほしいと

願っております。

ご活躍をお祈り申し上げます。

No.6
保育園の補助員を２年間、保育園は子どもたちの安全を見守る事です。立ったり座ってた
り、ひざ、腰を痛め辞めてしまいましたが、“先生”と言って近づいてくる子どもたちは本当
に可愛いです。しかし、動く・かけだす・けんかする・何もしない子・泣く子、忙しく見守るの
は大変なお仕事でした。
養成講座講座を終了して９年、早いものです。子育ても終わり、次は孫のために、何でもやっ
てみたい見てみたい年代でした（60代）。始めてボランティア活動で行ったハロウィーンの
日のお菓子配り。黒いマント（魔女）を着て保育園の小さなお子さんへの可愛い姿に嬉しい
思い出です。３歳の孫も来てくれました。びっくりしていました。それと、文化会館でのスキ
ルアップ講習だったでしょうか、「平松あずさ先生の手遊び歌」きれいな声に癒されました。
楽しい思い出です。
他、たくさんあります。最後に、すくすくの松村さんを先頭に、
こんな私をメンバーに入れてくれて有難うございました。
焼きそばを作ったりおしゃべりしたり楽しい思い出です。

これからもお元気で…応援いたします。
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No.8
何か子どもたちにかかわる活動がしたい、と思っていた時に、近所に保育園を退職した先生が
いらして、その方と一緒に「親子ひろば」を始めました。親子で一緒にほっと一息できる場所を
つくりたい、という思いからでした。公園でチラシを配ってみたりもしましたが、はじめは知
り合いのお友達で子育て中のママや近所の公園で子どもと遊んでいたママに声をかけたりし
ての始まりでした。おもに、保育園や幼稚園に行く前の子どもたちでした。ひろばをやる中で、
私自身も勉強でした。子供の年齢に応じて成長の過程があるので、たとえばおもちゃの奪い合
いがあった時も、どちらの子どもに与えるのか、など、その先生が具体的に子どもに語りかけ
て解決していきました。公園などでは、多くはママが出て行って「○○ちゃんに貸してあげな
さい」とか言うのですが、ひろばでは、ママが出ていくのでなく、子どもたちの中で解決してい
くことを大事にしました。子どもの主体性を育てるには大事なことだと思いました。
だんだんとそれぞれの家庭での生活も見えてくるようになり、お互いに助け合う、協力し合
うつながりも作られていきました。埼玉県に引っ越してから、突然ママが亡くなってしまっ
た女の子もいて、保育園が決まるまではパパが職場に連れて行ったり、保育園が決まってか
らも出勤前に送って、お迎えに間に合うように仕事場から帰ってきて…と一人で必死に子育
てする姿には頭がさがりました。彼女もこの春には小学２年生になります。コロナ前は時々
ひろばに遊びに来てくれました。その時、同じ年の男の子のママが、彼女を抱っこしてギュー
としてくれたのを見て、私もよかったなと思いました。それぞれが成長する中で、子どもの成
長についての悩みも出てきます。ママだけでは対応しきれないこともあるのは当然です。
ある日、１年生の男の子が夕方訪ねてきました。「今日はここに泊めて」というのです。「私も
一緒に行ってあげるから、ママと話し合いをしよう」と言うと、はじめは嫌だと言っていた彼
もいっしょに帰って玄関先で２時間近くなったでしょうか、家族みんなで話し合いをしたこ
ともありました。「地域で子どもを育てる」とよく言いますが、どうやってその信頼関係を作
るかが先だなあと、実感した出来事でした。（でも彼が私のところを訪ねてくれたことには感
謝です！）それからその家族とも近づくことができました。オープンにできる、そんな関係を
これからもどのようにして作っていけるかだと思います。
いろいろな問題があるたびに、サポートステーションの皆さんに相談して、助言をいただい
たり、「あの子はどうしてる？」と気にかけていただいて励まされて活動しています。コロナ
禍で、この２年、なかなか開催をためらっていたひろばを昨年１０月、久しぶりに再開した
ら、もう小学生になった子どもたちがみんな集まってくれました。月１回ですが、やがて回数
も増やして、学習支援や子ども食堂にもつながったらいいなと思っています。
昨年のクリスマス前には、サポートステーションを通して、近くの児童館のボランティアの
声をかけていただいて参加しました。クリスマスの飾りをママたちが作るときの保育のお手
伝いでした。まず子どもがママから離れてくれるかどうか、そこが闘いでした。幸い、遠巻き
に私を見てくれた女の子と仲良くなることができ、次の週も覚えていてくれて、一緒に遊ん
でくれたときはうれしかった！短い間でしたが、子どもはプラスの電気をくれます。元気を
もらいます。特にコロナの中、家の中で子どもといつも二人で向き合っているママたちに何
とか支援の手が延ばせればと思うこの頃ですが、そういう点でもサポートステーションの活
動は大事ですよね！

No.9
子どもが成人になり他の人の役に立ちたいと思い、子育て支援者・夏の集中スケジュールに出
会い受講することになりました。3級終了後、民生児童委員の子育て部会の方々と一緒に当時、
あさひが丘児童館、新町児童館、ゆりの木児童館、赤塚児童館、健康福祉センター、
等の子どもの見守りの活動、児童館での夏祭り、秋の運動会のかけっこ、玉入れ、障害物でネッ
トやトンネルを上手にくぐり抜けて最後にお遊戯で終了です。数年後お母さまから、もう中学
生になりました。今年成人式になりますと連絡を頂いたり。続けて来て良かったと思います。

No.11
はじめから特定の活動を思い描いていた訳ではありませんでしたが、迎えて下さった保育園
で遊具の手入れや庭の清掃をしながら園児と遊ばせて頂いたことがきっかけで次第に園児と
の関わりが深くなりました。朝の会や園児との遊び、散歩の同行、食事、お昼寝のサポート、手
作り工作をしながら園児と関わり、食事を共にしたり、寝付けない子に耳元でお話しをするよ
うになって一層親密感が得られたように思います。こうした関わりの中で自由時間に園児と
折り紙を折るうちにいつの間にかお誕生日に希望の折り紙を贈ることになったり、朝の会で
発表を聞いて卒園児の一年間の記憶を思い立ち、園児の声や日常のひとこま、運動会などの練
習風景などを切り取って「○○さんの記録」を作成して卒園記念に贈るようになったり、自然
の流れでするようになりました。私としては特別に何かをしている気持ちはなく「ちょっぴ
り」マナーや躾を意識しながらごく自然に子供たちと接してきました。
コロナ感染の蔓延にしたがい、2020年３月以降上記のような関わり（活動）は、望めなくなり
ましたが,不定期な形で保育園での工作に参加させていただいております。
町で卒園児に声をかけられたときは、何とも言えない嬉しさを感じ、ある日三人の小学生に丁
寧に頭を下げられたときは、戸惑いと歯がゆさを感じました。また、遊びの中で思わぬ個性を
発見し驚かされたり、みな良き思い出です。

No.10
子育て支援はボランティア活動としての関わりで、ファミリーサポート等有償活動は目的
にしていません。歌を通して子どもたちに何かを伝えられればと、スキルアップのために支
援員を受講しました。パネルシアターや絵本などと組み合わせた表現を考えているうちに
コロナ禍になり対面での活動は中止。チームの練習も中断しています。
施設側との人間関係も切れ、再開するタイミングを相談する相手もなく、このままフェイド
アウトかなという気もしています。ボランティアペースでいる限り、支援員支援者となるメ
リットはあまり感じません。子どもたちが嬉しそうにしている顔を見るのは楽しいですが、
必要とされているという実感は薄いかもしれません。支援員支援者の目的から、私たちのよ
うな表現系のボランティアは外した方が良いような気がします。

NO7
子育て支援者養成講座３級.２級を受講して

＊無償ボランティア活動をしていました。
しかし、今はコロナ禍のためにボランティア活動はしてお
りません。
先ず受講の動機は子育ても終わり自分の時間ができた事、そしてボランティアと言う
言葉に興味がありました。自分ではボランティアと言うと子どものPTA活動のかかわり位しかありませんでした。
何かボランティアがてきるかもしれないとの思いからでした。講座で出会った仲間の方との緊張した座学の時間、そしてその仲
間の方たちとのランチでの楽しい時間が思い出されます。そして実習は児童館での絵本を読む体験もあり「絵本」を事前に選び児
童館の利用者親子の前で楽しく「絵本」を読む事もできました。この様に講座受講中での学びや体験、そして仲間との出会いが思
い出され出会った方とは今でもお付き合いをしています。実際のボランティア活動では実習でお世話になった児童館や他の児童
館へ行きました。ボランティアに入る日は無償ボランティアと言えども体調を整えて、緊張感を持って自分のモチベーションを
高めていました。先生方の指導で縁日、運動会、児童館のプログラムの講座に参加中のお母さんに変わりお子さんたちの見守りな
どでした。児童館の先生方には右も左もわからないボランティアへの配慮には感謝しております。ありがとうございました。
この様な体験からボランティアに入る事で親子のエネルギーと笑顔をじかに感じとる事ができました。これは子育て中の　お母
さんの笑顔があるとお子さんの笑顔にも出会える様に思います。コロナ収束はもう少し先でしょうか。その時を待ちつつおりま
す。
子育て支援～
　　親子の笑顔～
　　　　　私の笑顔～
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No.8
何か子どもたちにかかわる活動がしたい、と思っていた時に、近所に保育園を退職した先生が
いらして、その方と一緒に「親子ひろば」を始めました。親子で一緒にほっと一息できる場所を
つくりたい、という思いからでした。公園でチラシを配ってみたりもしましたが、はじめは知
り合いのお友達で子育て中のママや近所の公園で子どもと遊んでいたママに声をかけたりし
ての始まりでした。おもに、保育園や幼稚園に行く前の子どもたちでした。ひろばをやる中で、
私自身も勉強でした。子供の年齢に応じて成長の過程があるので、たとえばおもちゃの奪い合
いがあった時も、どちらの子どもに与えるのか、など、その先生が具体的に子どもに語りかけ
て解決していきました。公園などでは、多くはママが出て行って「○○ちゃんに貸してあげな
さい」とか言うのですが、ひろばでは、ママが出ていくのでなく、子どもたちの中で解決してい
くことを大事にしました。子どもの主体性を育てるには大事なことだと思いました。
だんだんとそれぞれの家庭での生活も見えてくるようになり、お互いに助け合う、協力し合
うつながりも作られていきました。埼玉県に引っ越してから、突然ママが亡くなってしまっ
た女の子もいて、保育園が決まるまではパパが職場に連れて行ったり、保育園が決まってか
らも出勤前に送って、お迎えに間に合うように仕事場から帰ってきて…と一人で必死に子育
てする姿には頭がさがりました。彼女もこの春には小学２年生になります。コロナ前は時々
ひろばに遊びに来てくれました。その時、同じ年の男の子のママが、彼女を抱っこしてギュー
としてくれたのを見て、私もよかったなと思いました。それぞれが成長する中で、子どもの成
長についての悩みも出てきます。ママだけでは対応しきれないこともあるのは当然です。
ある日、１年生の男の子が夕方訪ねてきました。「今日はここに泊めて」というのです。「私も
一緒に行ってあげるから、ママと話し合いをしよう」と言うと、はじめは嫌だと言っていた彼
もいっしょに帰って玄関先で２時間近くなったでしょうか、家族みんなで話し合いをしたこ
ともありました。「地域で子どもを育てる」とよく言いますが、どうやってその信頼関係を作
るかが先だなあと、実感した出来事でした。（でも彼が私のところを訪ねてくれたことには感
謝です！）それからその家族とも近づくことができました。オープンにできる、そんな関係を
これからもどのようにして作っていけるかだと思います。
いろいろな問題があるたびに、サポートステーションの皆さんに相談して、助言をいただい
たり、「あの子はどうしてる？」と気にかけていただいて励まされて活動しています。コロナ
禍で、この２年、なかなか開催をためらっていたひろばを昨年１０月、久しぶりに再開した
ら、もう小学生になった子どもたちがみんな集まってくれました。月１回ですが、やがて回数
も増やして、学習支援や子ども食堂にもつながったらいいなと思っています。
昨年のクリスマス前には、サポートステーションを通して、近くの児童館のボランティアの
声をかけていただいて参加しました。クリスマスの飾りをママたちが作るときの保育のお手
伝いでした。まず子どもがママから離れてくれるかどうか、そこが闘いでした。幸い、遠巻き
に私を見てくれた女の子と仲良くなることができ、次の週も覚えていてくれて、一緒に遊ん
でくれたときはうれしかった！短い間でしたが、子どもはプラスの電気をくれます。元気を
もらいます。特にコロナの中、家の中で子どもといつも二人で向き合っているママたちに何
とか支援の手が延ばせればと思うこの頃ですが、そういう点でもサポートステーションの活
動は大事ですよね！

No.9
子どもが成人になり他の人の役に立ちたいと思い、子育て支援者・夏の集中スケジュールに出
会い受講することになりました。3級終了後、民生児童委員の子育て部会の方々と一緒に当時、
あさひが丘児童館、新町児童館、ゆりの木児童館、赤塚児童館、健康福祉センター、
等の子どもの見守りの活動、児童館での夏祭り、秋の運動会のかけっこ、玉入れ、障害物でネッ
トやトンネルを上手にくぐり抜けて最後にお遊戯で終了です。数年後お母さまから、もう中学
生になりました。今年成人式になりますと連絡を頂いたり。続けて来て良かったと思います。

No.11
はじめから特定の活動を思い描いていた訳ではありませんでしたが、迎えて下さった保育園
で遊具の手入れや庭の清掃をしながら園児と遊ばせて頂いたことがきっかけで次第に園児と
の関わりが深くなりました。朝の会や園児との遊び、散歩の同行、食事、お昼寝のサポート、手
作り工作をしながら園児と関わり、食事を共にしたり、寝付けない子に耳元でお話しをするよ
うになって一層親密感が得られたように思います。こうした関わりの中で自由時間に園児と
折り紙を折るうちにいつの間にかお誕生日に希望の折り紙を贈ることになったり、朝の会で
発表を聞いて卒園児の一年間の記憶を思い立ち、園児の声や日常のひとこま、運動会などの練
習風景などを切り取って「○○さんの記録」を作成して卒園記念に贈るようになったり、自然
の流れでするようになりました。私としては特別に何かをしている気持ちはなく「ちょっぴ
り」マナーや躾を意識しながらごく自然に子供たちと接してきました。
コロナ感染の蔓延にしたがい、2020年３月以降上記のような関わり（活動）は、望めなくなり
ましたが,不定期な形で保育園での工作に参加させていただいております。
町で卒園児に声をかけられたときは、何とも言えない嬉しさを感じ、ある日三人の小学生に丁
寧に頭を下げられたときは、戸惑いと歯がゆさを感じました。また、遊びの中で思わぬ個性を
発見し驚かされたり、みな良き思い出です。

No.10
子育て支援はボランティア活動としての関わりで、ファミリーサポート等有償活動は目的
にしていません。歌を通して子どもたちに何かを伝えられればと、スキルアップのために支
援員を受講しました。パネルシアターや絵本などと組み合わせた表現を考えているうちに
コロナ禍になり対面での活動は中止。チームの練習も中断しています。
施設側との人間関係も切れ、再開するタイミングを相談する相手もなく、このままフェイド
アウトかなという気もしています。ボランティアペースでいる限り、支援員支援者となるメ
リットはあまり感じません。子どもたちが嬉しそうにしている顔を見るのは楽しいですが、
必要とされているという実感は薄いかもしれません。支援員支援者の目的から、私たちのよ
うな表現系のボランティアは外した方が良いような気がします。

NO7
子育て支援者養成講座３級.２級を受講して

＊無償ボランティア活動をしていました。
しかし、今はコロナ禍のためにボランティア活動はしてお
りません。
先ず受講の動機は子育ても終わり自分の時間ができた事、そしてボランティアと言う
言葉に興味がありました。自分ではボランティアと言うと子どものPTA活動のかかわり位しかありませんでした。
何かボランティアがてきるかもしれないとの思いからでした。講座で出会った仲間の方との緊張した座学の時間、そしてその仲
間の方たちとのランチでの楽しい時間が思い出されます。そして実習は児童館での絵本を読む体験もあり「絵本」を事前に選び児
童館の利用者親子の前で楽しく「絵本」を読む事もできました。この様に講座受講中での学びや体験、そして仲間との出会いが思
い出され出会った方とは今でもお付き合いをしています。実際のボランティア活動では実習でお世話になった児童館や他の児童
館へ行きました。ボランティアに入る日は無償ボランティアと言えども体調を整えて、緊張感を持って自分のモチベーションを
高めていました。先生方の指導で縁日、運動会、児童館のプログラムの講座に参加中のお母さんに変わりお子さんたちの見守りな
どでした。児童館の先生方には右も左もわからないボランティアへの配慮には感謝しております。ありがとうございました。
この様な体験からボランティアに入る事で親子のエネルギーと笑顔をじかに感じとる事ができました。これは子育て中の　お母
さんの笑顔があるとお子さんの笑顔にも出会える様に思います。コロナ収束はもう少し先でしょうか。その時を待ちつつおりま
す。
子育て支援～
　　親子の笑顔～
　　　　　私の笑顔～
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〒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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板橋区子育て支援員活動
サポートステーション

第89号
2022．3．31

編集後記
平成から令和と板橋区子育て支援事業を担って来た今、思う事
はコロナ禍での事業全般でのネット環境です。このコロナ禍で
サポートステーションスタッフは皆「ネット環境の整備」と言う
壁を目の前にし、動画配信実験までたどり着く事ができました。
私たちの板橋区子育て支援事業はここで終わります。
さぁ、この春サポートステーションのスタッフは板橋区子育て
支援者•支援員の皆さま、多くの皆さまのご理解、ご協力への
感謝とともに、頭を切り替えて一歩前進してまいります。
では、ごきげんよう。

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。
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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］

子育て支援者•支援員の皆さんの中には、保育現場で
就労されている方たちは絵本を読む事は日々あると思います。
そして、お話会や読み聞かせの活動の場で活躍されている方も大勢いるのでは
ないでしょうか。絵本に関する活動はしていない方でお孫さんへの絵本選びや
絵本を読んであげている方も大勢いると思います。
絵本（本）からは子どもも大人の私たちも新しい発見との出会いや心を豊かにし
てもらえる事があります。
文字や数や色などを覚えたりする事もあります。
子どもたちが大人になった時に絵本からのいろいろな出会いが一生の宝ものに
なる事もあるでしょう。これらの事を大人の私たちは忘れずに子どもたちと
向き合って行きたいと思います。

子育て支援員活動サポートステーション　
スタッフ一同

おじいさんが雪の降る森の中で落とした片方の「てぶくろ」のお話です。  
登場：ネズミ•カエル•ウサギ•キツネ•オオカミ•イノシシ•クマ

私たちと同じ空の下のウクライナの方たちを思い
この「てぶくろ」を手に取り読んでみては
いかがでしょうか。

ウクライナ民話  「てぶくろ」
1961年11月1日初版

★コロナ禍での動画配信をしてみて／通信誌「すまいる」について
★支援員の皆さんからのエピソード
★絵本から学んでみませんか 絵本の紹介 「てぶくろ」

通信誌「すまいる」についてお知らせ

コロナ禍での動画配信をしてみて

●子育て支援員活動サポートステーション事業運営終了のお知らせ
年間6回発行してまいりました「すまいる」は今回の89号をもちまして終了となります。
今後は子育て支援員活動サポートステーションのホームページにて子育て支援に関係する
情報の発信、講座の動画配信となります。引き続き、子育て支援員活動サポートステーション
のホームページのご活用を宜しくお願い致します。

子育て支援員活動サポートステーションの事業内容も社会の変化や子育て環境の在り方が大
きく変わっています。子育て支援員活動サポートステーションでは座学でのスキルアップ講習
会を毎年3回実施しておりました。このコロナ禍にて今年度は初めて試みとして動画配信をさ
せて頂きました。動画発信のスキルアップ講習会は皆さんのペースにあわせて講師の方を独り
占めにして何度でも受講ができ嬉しいですとのお声も届いております。
この様に子育て支援員活動サポートステーションも時代の変化に伴い、ネット環境の整備等を
整えながら運営をしております。これらの事は子育て支援者・支援員の皆さまのご協力による
ものと子育て支援者ステーションのスタッフ一同感謝しております。皆さまにおかれましては
板橋区の子育て支援の、多岐に渡るシーンでの更なるご活躍されますことを願っております。

絵本のまち

板橋
に住む

絵本の
紹介

http://kosodatesien.jp/


