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場所：板橋区立グリーンホール６０１会議室
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・健康福祉センター ・保育園（区立・私立） ・家庭福祉員

サポステからのお知らせ

サポステ研修会のお知らせ

みなさん、ご参加ください！！

サポステ 元気で子育て支援を続けるために・・・
研修会 手軽にできる カンタン 健康体操
と き：１１月１９日（土曜日）１０：００～１１：４５（開場９：４０～）
場所：板橋区立グリーンホール６０１会議室
●講師：健康運動指導士 市東康之さん ★持ち物：バスタオル ★動きやすい服装でお越しください
かわいい子どもたちとの時間は、元気をもらえるけれど、抱っこやおんぶ、一緒に遊んでいると、ひざや肩、
腰などなどに負担がかかることもしばしば。。。今回は、みなさんが元気で子育て支援を続けていただくた

めに、手軽にできる健康体操を、健康運動指導士の市東先生から教えていただきます。肩こり、腰痛、ひざ
痛など予防し、元気な身体づくりにお役立てください。

★事前お申し込みは不要です。参加される方は、直接会場へお越しください。

サポステ（板橋区子育て支援員活動サポートステーション）の臨時職員募集のご案内

わたしたちといっしょに、
サポステの運営をしてみませんか？
サポステ（板橋区子育て支援員活動サポートステーション）では、板橋区内の子育て支援活動をいっしょに盛り上げて
くださる方を募集します。ぜひ、私たちと一緒にサポステの運営をしてみませんか？

サポステでは、
どんなことをするの？

サポステは、子育て支援の向上を目指して、板橋区で開催した養成講
座を受講された子育て支援者(3級・2級)と子育て支援員の方々が活
躍するためのサポートをしています。

例えば、みなさんのスキルアップや活動促進のための研修会の開催や、
交流会の実施、情報誌「すまいる」の発行、ホームページの運営などです。
※Ｐ２の「板橋区子育て支援員活動サポートステーション事業運営委託法人

を選定するため、区民委員を募集します」の内容もご参照ください。

わたしに、、、
できるかしら？？

まずは、貴方ができることから始めていただきたいと考えて

いますのでご安心ください。面白いこと、貴重な経験もたくさ
んあります。子育て支援にご興味のある方、子育て支援の向上
に関わっていきたい方など、大歓迎です！

◆応募方法◆

履歴書・・・簡単なもので結構です。修了講座名（例：子育て支援者３級または２級、子育て支援員など)、登
録番号（「すまいる」を郵送する封筒の宛名ラベルに記載しています）。もしあれば、応募動機をお書き添
えください。

◆あて先◆

〒173-0004 板橋区板橋３－６３－５ 学習推進センターいたばし 内
子育て支援員活動サポートステーション 宛

◆その他◆

交通費支給、その他の条件は応相談

応募締切 １０月３１日
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子ども家庭支援センターからのお知らせ

板橋区子育て支援員活動サポートステーション事業運営委託法人を選定するため

区民委員を募集します！
「板橋区子育て支援員活動サポートステーション事業」は、平成１９年度から板橋区の委託事業として、支援者（員）登録
管理、情報提供、研修等を行っています。
今年度、秋から冬にかけて、平成２９年度から本事業を委託する事業者を選定する委員会を開催します。この会合に出

席して、事業者の選定業務に関わっていただく養成講座修了者の区民委員を公募します。（打合せを含め、平日の日中
の会合に１～２回程度出席をお願いする予定です） 養成講座を修了されている方であれば、３級・２級・支援員の区分は問
いません。最大で４名までとさせていただき、５名以上となった場合は抽選とさせていただきます。
応募要領は以下のとおりです。サポートステーション事業にご関心のある皆様のご応募をお待ちしています。

なお、区民委員の方は、事業者に委託する内容の検討や選定審査業務をお願いしますので、委託事業者として応募す
る方や、その関係者の方は区民委員になることはできません。

お申込み方法
１０月１９日（水）まで（必着）
①住所

②氏名（ふりがな） ③電話番号 ④8桁の支援者(員)番号

⑤意見「サポートステーション

事業に望むこと」 ⑥区のほかの会議で委員として委嘱されている場合は、その内容を明記のうえ、
●郵便 〒173－0015 板橋区栄町36-1 グリーンホール 7階
もしくは
●電子メール（kodomok@city.itabashi.tokyo.jp）で

子ども家庭支援センター（ＴＥＬ

3579-2656）までお願いします。

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】

平成28年12月22日（木）13:30～16:00

【場所】 グリーンホール 503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】 板橋区内在住で「子育て支援者養成講座２級課程（修了後３年以内）」もしくは「板橋区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）

平成28年12月16日（金）締切厳守
【問合せ・申込先】 子ども家庭支援センター（ＴＥＬ ３５７９－２６５６）
【申込締切】
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～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～

～料金（子ども１人１時間あたり）～

援助会員宅・利用会員宅・児童館等

月曜日

～
金曜日

～登録できる方～
※９歳未満のお子さんをお持ちの方は一緒にみることはでき
ません。

９：００～１７：００

８００円

その他の時間

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

※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。

育児支援ヘルパー登録会・講習会を開催します
区内在住で出産予定日の１か月前から生後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。「子育て支援者養成講座２級課程修了者（修了後３年以内）」もしくは、「板橋区
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。

★登録会★

★講習会★

【日時】 平成２８年１２月１５日（木）９：３０～１２：００

【日時】 平成２８年１２月２１日（水）１３：００～１６：３０

【場所】 板橋区役所北館９階 ９０１会議室（板橋区板橋２－６６－１）

【場所】 大原社会教育会館（板橋区大原町５－１８）
※都営三田線「本蓮沼」駅 下車５分

【内容】 育児支援ヘルパーの活動内容の説明及び登録

【内容】 離乳食の講義と調理実習（調理実習室）

【持ち物】

【当日の持ち物】

●タテ３.０cm×ヨコ２.０cmの顔写真（ヘルパー認定証用）１枚

●筆記用具、エプロン、三角巾、マスク、動きやすい

※胸から上の写真で、カラー・白黒いずれも可。

服装（サンダル不可）

※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）

※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平成２８年１２月１２日（月）です。
※【問合せ・申込先】

子ども家庭支援センター（ＴＥＬ

３５７９－２６５６）

～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、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
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● 報

酬 ：１時間／１，２２０円

子育て応援児童館CAP’S
ボランティア募集コーナー
ＣＡＰ‘Ｓ（キャップス）は、子どもの健やかな成長を願って、乳幼児親子向けに様々なプログ
ラム・行事などを行っています。
ハロウィンフェスティバルや工作コーナーのお手伝いなど、ご協力よろしくお願いします。

１ CAP’S上板橋 「マイスターかみいたハロウインフェスティバル」の運営補助
をしてくださる方を募集しています！
■日時： １０月２７日（木） ９：３０～１２：００ 雨天時は、常盤台地域センター・レクホールで実施します。

■内容： マイスター上板橋（北口）商店街を乳幼児親子のグループが、順次歩きますので、その運営補助をお願いします。
■募集条件：１８歳以上でお子さんに理解のある健康な方
■その他：動きやすい服装。（仮装用のグッズがあればご持参ください）
■締切日：１０月２０日（木） １７：００
■連絡先：CAP’S上板橋（児童館）〈上板橋２－３－８〉

担当：内田 ℡ ３９３３－６９７０

２ CAP’S南前野 ハロウィンのお手伝いをしてくださる方を募集しています！
■日時：１０月２８日（金）１０：００～１１：３０
■内容：ハロウィン行事中の安全管理等のお手伝いをお願いします。
■募集条件：１８歳以上で乳幼児に理解のある方

■その他：動きやすい服装
■締切日：１０月２４日（月）１７：００

■連絡先：CAP’S南前野（児童館）〈前野町２－２３－１〉

担当：小林・木村 ℡ ３９６７－３８７０

３ CAP’S西徳 乳幼児のイベントボランティアさんを募集しています！
■日時：１０月２８日（金）９：３０～１２：００
■内容：行事『ハッピーハロウィン』の準備、運営、後片付けのお手伝いをお願いします。

■募集条件：１８歳以上で子どもに理解のある方
■その他：動きやすい服装、上履き
■締切日：10月２１日（金）１７：００

■連絡先：CAP’S西徳（児童館）〈西台４－４－３７〉

担当：中島 ℡ ３９３６－２４０９

４ CAP’S氷川 工作コーナーのお手伝いをしてくださる方を募集しています！
■日時：１０月２９日（土）９：００～１4：３０の間で、都合のつく時間

■内容：板橋第９小学校で工作コーナーの準備・運営・片付けのお手伝いをお願いします。
■募集条件：１８歳以上で子どもに理解のある方
■その他：汚れても良い、動きやすい服装。持ち物：お弁当、飲み物。

■締切日：１０月２１日（金）１７：００
■連絡先：CAP’S氷川（児童館）〈氷川町２４－２〉

担当：金子 ℡ ３９６１－５７２３

５ CAP’S志村橋 こどもフェスティバルのお手伝いをしてくださる方を募集して
います！
■日時：１０月２９日（土）９：００～１３：００
■内容：こどもフェスティバルで、あそび・工作コーナーの準備・運営・片付けのお手伝いをお願いします。

■募集条件：１８歳以上で子どもに理解のある方
■その他：動きやすい服装・体育館履き持参。板橋区立舟渡小学校体育館で行います。
■締切日：１０月１４日（金）１７：００

■連絡先：CAP’S志村橋（児童館）〈舟渡３－６－３〉

担当：小林 ℡ ３９６６－６８４９

-５-

子育て支援・ボランティア募集コーナー
活動場所

健康福祉センター

★志村健康福祉センター・ほっぺの会 ～保育ボランティアさん募集～
志村健康福祉センターで活動している「ほっぺの会」の一時保育(０歳～３歳)をしてくださるボランティアさんを募集して
います。（ほっぺの会とは・・・年に6回の調理実習・会食等を通じて、楽しい子育てと、家族の健康で豊かな食生活をめ
ざすグループです。）
●活動日時は下記のとおりです。

＜平成28年度 活動日程＞ １２月８日(木) １月２６日(木) ３月２日(木)

※各回とも１０：００～１２：３０

※活動後は、ほっぺの会が調理したランチを一緒に食べましょう！
●お申込み・お問合せは、志村健康福祉センター 栄養士まで
電話：３９６９－３８３６ FAX：３９６９－２２５１

活動場所

住所：板橋区蓮根２－５－５

最寄駅：都営三田線蓮根駅

保育園(区立・私立)

★あさひが丘保育園(板橋区赤塚)
～裁縫の出来る方、募集～
●日時 : ９月～２月 ●内容 : ぬいぐるみなどのお人形の布団など作って頂きたいと思います。 ●募集条件 : １６歳以

上の子どもが好きな方。 ●その他 :上履きの用意をお願いします。 ●締切日 : ９月３０日 ●連絡先 : あさひが丘保
育園（赤塚７－４－１） 最寄駅 : 下赤塚駅徒歩８分、地下鉄赤塚駅徒歩１０分 ●電話 : ３９３８－８８３８
●担当者 : 高浪（たかなみ）

★高島平すみれ保育園(板橋区高島平)
～子どもたちと遊んだり、保育のお手伝いをしていただける方をお待ちしています！～
●日時 : 随時 １０：００～１６：００

●内容 : 保育準備や保育補助・室内清掃など。 ●募集条件 : １８歳以上で子ど

もが好きな方。 ●その他 : 動きやすい服装・上履き・運動靴・水筒・お弁当（一日いる方のみ）。 ●締切日 : 随時受付
●連絡先 : 高島平すみれ保育園（高島平２－２８－６－１０１） 最寄駅 : 高島平駅徒歩５分 ●電話 : ３９３６－１３７０
●担当者 : 栗本（くりもと）

★高島平つくし保育園(板橋区高島平)
～子どもたちと一緒に遊んでくれる方、保育のお手伝いをしてくださる方、お待ちしています！～
●日時 : 随時募集 平日９：００～１７：００（要相談）

●内容 : 子どもたちと一緒に遊んだり、保育の補助や保育準備の

お手伝いをお願いします。●募集条件 : １８歳以上で子どもが好きな方。 ●その他 : 動きやすい服装・上履き・運動靴・
水筒・お弁当（一日いる方のみ）。 ●締切日 : 随時受付 ●連絡先 : 高島平つくし保育園（高島平２－２６－３－１０１）
最寄駅 : 高島平駅 徒歩１２分 ●電話 : ３９３６－１３６０ ●担当者 : 安田（やすだ）
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★高島平もみじ保育園(板橋区高島平)
～一緒に遊ぼう♪～
●日時 : ９月（月～金） ９時から１６時

●内容 : 子どもと遊ぶ、お掃除など。 ●募集条件 : 高校生以上。

●その他 : 着替え、上履き、水分補給できるもの ●締切日 : なし ●連絡先 : 高島平もみじ保育園（高島平３－１０－１
－１０１）

最寄り駅 : 新高島平駅徒歩５分 ●電話 : ３９７５－８４５４ ●担当者 : 高橋（たかはし）

★仲宿保育園(板橋区仲宿)
～年長児クラスの子ども達と遊べる方募集！～
●日時 : 月～金曜日の午後１時３０分から午後３時位の時間（日時要相談） ●内容 : 室内で年長児クラスの子ども達
に読み聞かせをしたり一緒に遊んでください。 ●募集条件 : １８歳以上の子どもが好きな方。 ●締切日 : 随時受付

●連絡先 : 仲宿保育園（仲宿５２－９） 最寄り駅 : 板橋本町徒歩７分 ●電話 : ３９６１－８５７５ ●担当者 : 奥泉（おく
いずみ）

★西前野保育園(板橋区前野町)
～子どもたちと遊んでくれる方募集♪～
●日時 : 随時 ９：００～１２：００ １４：４５～１７：００

●内容 : 保育補助、子どもと一緒に遊んだり読み聞かせ、お裁

縫での繕い物など。 ●募集条件 : １８歳以上で子どもに理解のある方。 ●その他 : 動きやすい服装・上履き・外靴

●締切日 : 平成２９年３月３１日まで ●連絡先 : 西前野保育園（前野町６－１０－７）

最寄り駅 : 上板橋駅徒歩10分

●電話 : ３９６５－３１４４ ●担当者 : 本田（ほんだ）

★みなみ保育園(板橋区幸町)
～子ども達とたくさん遊んでくださる方募集～
●日時 : 要相談 ●内容 : 乳児・幼児の保育補助及び保育準備等をお願いします。 ●募集条件 : １８歳以上の子ども
が好きな方。 ●その他 : 動きやすい服装・上履き。 ●締切日 : 随時受付 ●連絡先 : みなみ保育園（幸町３－１）
最寄り駅 : 大山駅 徒歩１０分 板橋区役所前駅 徒歩２０分 ●電話 : ３９７３－１３１１（９：００～１６：３０に連絡してくだ

さい） ●担当者 :佐々（さっさ）

★社会福祉法人有隣社福祉会 風の子保育園(板橋区仲町)
～乳幼児の保育のお手伝いをして下さる方を募集しています！～
●日時 :要相談 ●内容 : 乳幼児の保育の補助をお願いします。 ●募集条件 : １８歳以上の子どもが好きな方。

●その他 : 動きやすい服装、上履き、運動靴。 ●締切日 : 随時受付 ●連絡先 : 風の子保育園 （仲町１４－１５）
最寄駅 : 大山駅又は中板橋駅徒歩８分 ●電話 : ３９５６－４４３３（※恐れ入りますが９：００～１７：００におかけくださ
い。） ●担当者 : 鈴木 敦美（すずき あつみ）

★わかたけ第二保育園 (板橋区新河岸)
～笑顔いっぱい元気な子ども達と一緒に遊びませんか？～
●日時 :要相談 ●内容 : 園児と一緒にお散歩に出かけたり、園内で遊ぶお手伝いをお願いします。
●募集条件 : 子どもが好きな方。 ●その他 : 動きやすい服装・靴でお越しください。 ●締切日 : 随時受付
●連絡先 : わかたけ第二保育園（新河岸１－３－５） 最寄駅 ： 高島平駅 最寄バス停 ： 新河岸都営住宅入口
●電話 : ３９３５－１３５４ ●担当者 : 堀江（ほりえ）
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活動場所

家庭福祉員

● 大場 あや子《ぽっぽの家》（最寄駅：板橋本町駅）
～一緒にあそんでくださる方 募集～
【連絡先(住所)】大和町６－９－１０１ ぽっぽの家 （最寄駅 中板橋駅 徒歩５分） 【日時】要相談【内容】お散歩や
制作のお手伝いをお願いします！【募集条件】子どもが好きであそぶことが好きな方【その他】動きやすい服

装、外履き 【締切日】随時 【連絡先(電話)】６９１５－５３１３【担当者】大場 あや子

● 鴫 博美（最寄駅：中板橋駅）
～一緒にお散歩してくださる方(保育補助)募集～
【連絡先(住所)】弥生町２９ー１４ （最寄駅 中板橋駅 徒歩１１分） 【日時】要相談【内容】０～２歳児の保育の補
助をお願いします
【募集条件】１８歳以上で子どもが好きな方【その他】動きやすい服装【締切日】随時
【連絡先(電話)】３９７２－２２５９または０９０－６１５８－０４１３【担当者】鴫(しぎ) 博美

● 細田みゆき《保育室ちゅうりっぷ》（最寄駅：中板橋駅）
～ 子どもと一緒にあそんでくれるかた 大募集～
【連絡先(住所)】双葉町１２－８－１０１ 保育室ちゅうりっぷ（最寄駅 中板橋駅 徒歩４分）【日時】要相談【内容】０～
２歳児のお子さんと散歩したり、あそんだり、制作のお手伝いなど 【募集条件】子どもが好きで一緒にあそぶこ
とが好きなかた【その他】動きやすい服装 エプロン着用 スニーカーに準ずる履物【締切日】随時
【連絡先(電話)】６９１５－５９９１ ※恐れ入りますが、お昼寝時間(１２時半～１５時以外におかけください)
【担当者】細田 みゆき

発行 子育て支援員活動サポートステーション
（NPO法人ボランティア・市民活動学習推進センターいたばし）

スーパーライフ仲宿店

Youハイツ9

〒173-0004 東京都板橋区板橋３－６３－５
仲
宿
商
店
街

ホームページ
http://www.saposute.info
メールアドレス info@saposute.info
TEL＆FAX

国
道
17
号
線

03-5943-1888

太陽の子保育園
駐車場

米屋
NPO法人ボラ ン ティア・市民活動
学習推進セン ターいたばし内

編 集後記
いつの間にか、日が暮れると鈴虫や松虫やコオロギなどの、きれいな歌声が響き渡るようになりました。食欲

の秋は、自制心との戦い（笑）、頑張ります！さて、今号は募集記事がたくさんあります。皆さんのご活躍に役立
てていただきたい思います。その中にサポステでも、運営をお手伝いいただける方を募集しました。『何事も楽し
みながら』がモットーの私たちと一緒に、子育て支援の制度・運営という視点も持ちながら、子どもたちの健やか
な成長を支えてみませんか？ご応募、お待ちしています！そして・・・サポステ研修会にもぜひご参加ください。

毎回、参加者の方から「大変良かった」と好評をいただいています。（担当：岡本・野邉）
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