
子育て支援センター“ぽっぽえん”

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
おはようございます。私は、市立子育て支援センター“ぽっぽえん”の所長の隅田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ぽっぽえんは、廃園した南第一幼稚園を改修工事して、平成１８年１０月にオープンし、１１年目をむかえています。



こそ

子育て支援の概要

背景
・３歳未満児の約７～８割は家庭で子育て
・核家族化、地域のつながりの希薄化
・児童数の減少

課題
・子育てが孤立化し、子育ての不安感、負担感
・多様な大人・子どもとの関わりが減

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
時々、“ぽっぽえんって何しているところ？”“何人子どもを預かってのか・・”とか聞かれます。ぽっぽえんは、保育所ではないのです。親子が気軽に来て遊んでもらえるところです。私の子どものころは、近所のお姉ちゃんやお兄ちゃんに遊んでもらったり、同年代の子どもたちと一緒に遊んでいました。祖父母（おじいちゃん・おばあちゃん）とも同居していましたので、小さいころは、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に寝てたし、いつも一緒にいました。また、近所のおばちゃんの家に行っては、お昼ご飯を一緒にいただくのがすごい楽しみでもありました。今の子育て家庭は、どうでしょうか。大阪狭山内に、最近、新しい住宅ができ、若い世代の子育て家庭が増えてきています。そのような家庭は、おじいちゃんおばあちゃんと同居という家庭は、少ないでしょうし、近所づきあいが無いように思います。このような環境の中で、家の中で、お子さんとお母さんがふたりきりでいるとどうでしょう。家の中で、孤立化して不安にあり子育てが負担になってきて、育児ノイローゼになったり、最悪、児童虐待につながるといったケースになることをテレビや新聞で目にされると思います。現在的課題の一つだと思います。



子育て中の親子が気軽に集い、
相互交流や子育ての不安・悩みを
相談できる場所

①親子の交流の場の提供と交流の促進
②子育てに関する相談・援助
③地域の子育て関連情報の提供
④子育て・子育て支援に関する講習の開催

幼稚園
こども園
保育所

小・中学校

社会福祉協議会

子どもネット
ワーク協議会

保健センター等
関係機関

民生児童委員
更生保護女性会

ボランティア

ＮＰＯ法人

協
力

連
携

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
近年、少子化・核家族化が進み、地域のつながりが希薄化し、子育てに関して手助けやアドバイスしてくれる「第三のおとな」との関わりが少なくなってきているといった社会状況の中で、就学前の親子を支援する施設として、子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安や悩みを相談できる場所を提供しています。そのために、保育士や臨床心理士の資格を持つスタッフが常駐しています。“ぽっぽえん”は、社会福祉協議会や保健センターなどの関係機関や民生委員さんや地域の福祉委員さん、市民ボランティアの方々との連携・協力により運営しています。



ぽっぽえんボランティア

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今日は、まちづくり大学を受講されている皆さまにも、是非子育て支援の一コマに関わっていただきたいと思い、ご紹介させていただきます。はじめに、ぽっぽえんのボランティアさんです。



・活動内容

年1回ぽっぽえんで活動していただくボランティアを募集し、講座受講後登録を

していただきます。

登録者数 約１３０人 （H29.4 現在）

内容 あそびの広場の見守り

各種講座の託児

おもちゃ制作、裁縫等

・交流会の実施

隔月毎に交流会を実施し、“ぽっぽえん” の現状や課題、子育て支援について

情報交換や交流を深めます。

・水みらいセンター・給食センター見学 、ヨガ、アロマローションづくり 他

・謝礼

500円／1回 (図書カード)

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ぽっぽえんのボランティアの方々には、あそびのひろばでの親子の見守りや講座での託児の時の協力、手作りおもちゃの制作などいろいろな場面でご協力いただいております。１年に一回、ボランティア講座を開催していて受講された方に登録していただき、活動していただいております。現在、１３０人の登録があります。



交流会（アロマローションづくり）託児の様子

布の絵本づくり

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
託児の様子と手作りの布絵本を制作していただいているところです。交流会では、アロマローションづくりや体操や干支のお人形作りなどをおこなったり、子育て支援に関わる情報交換をしていただいたり少しほっとしていただける時間をもっています。是非、皆様もぽっぽえんボランティアの１員になっていただき、ひと昔前の近所のおじさん、おばさんになっていただき、私たちと一緒に子育て中の家庭のサポートをしていただけませんか。



大阪狭山市認定
子育てサポーター

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
もうひとつ、皆様ご存じの方がいらっしゃるかと思いますが、市民の方のパワーで子育て支援をおこなっている「大阪狭山市認定子育てサポーター」についてご紹介させていただきます。



＜子育てサポーターとは＞
子育てや保育経験のある市民を対象に子育てサポーターとして認定し、地域で子育て

支援活動の展開を図っています。
胸に市のマスコット人形のマークがついたエプロンを着、名札形式の認定登録書を首

からぶらさげて活動しています。
＜登録状況＞
平成２９年４月現在：９７名

養成講座の日程
登録数

H23.4 H24.7 H.26.4 H.28.4 H.29.4

１期生 H22.10～H23.2 25 25 21 20 20

２期生 H24.4～H24.6 21 21 20 16

３期生 H26.1～H26.3 22 22 22

４期生 H28.1～H28.3 39 39

計 25 46 64 101 97

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
認定子育てサポーターは、子育てや保育経験のある市民を対象に子育てサポーターとして認定し、地域で子育て支援活動の展開を図っています。　 胸に市のマスコット人形のマークがついたエプロンを着、名札形式の認定登録書を首からぶらさげて活動しています。こちらの方も、講座を受講していただき登録していただくシステムになっています。　養成講座は、平成２２年度にはじめて行いまして、現在までに４回実施しておりまして、１期生から４期生まで平成２９年４月現在：９７名の登録があります。年齢層は、３０歳代から７０歳台まで、幅広い重厚な年齢層が　　　　です。



認定子育てサポーター養成講座日程（平成27年度）

日 時 テーマ 内 容 講 師

第1回
1月12日（火）
9:30～12:00

開講式
子ども・子育て支援新制度につい
て
子どもの生活と健康

・あいさつ
・大阪狭山市の幼稚園・保育園の現状と新制度等

・生活リズム、生活習慣の大切さ
・乳幼児期にかかりやすい病気や感染症
・緊急時の対応
・食育とは

教育長
こども政策部長

大阪狭山市立保健センター
保健師
管理栄養士

第2回
1月19日（火）
10:00～12:00

子どもの遊びを楽しもう
・自己紹介
・わらべうたあそび、てあそび、ふれあい遊び
・絵本の読み聞かせ

ぽっぽえん職員
認定子育てサポーター

第3回
1月26日（火）
10:00～12:00

子どもの発達とそのかかわり
・乳幼児の発達段階
・自尊感情の重要性

大阪狭山市職員

第4回
2月2日（火）
10:00～12:00

保護者へのかかわり方
・子育て、家庭生活のストレス
・気持ちに寄り添う、傾聴とは？
・関係機関へつなぐ必要性

津村 薫
（女性ライフサイクル研究所・フェリアン大阪代表）

第5回
2月9日（火）
10:00～12:00

子育て家庭の現状と課題
・子育て世代の現状と悩み
・子育てサポーターの必要性
・子育て支援施策

大方 美香
（大阪総合保育大学
児童保育学部長）

第6回
2月16日（火）
10:00～12:00

こころの発達に応じた子育て
・気になる子どもの理解と対応
・共感的なコミュニケーション
・子どもの虐待、DV

大堀 彰子
（帝塚山学院大学 人間科学研究科教授）

第7回
2月23日（火）
10:00～12:00

いよいよ、認定子育てサポーター

・ぽっぽえんについて
・先輩子育てサポーターの体験談
・あそびの広場、あおぞら広場、プレイセンターとは？
・ぽっぽえんの見学

ぽっぽえん職員
認定子育てサポーター

第8回
3月1日（火）
10:00～12:00

閉講式
・認定証及び認定登録証授与

・交流会

市長
こども政策部長
ぽっぽえん職員

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
先ほどのボランティア講座は１日ですが、サポーター養成講座は、８日間お時間をいただくことになります。子どもの発達、保護者への関わり、子育て家庭の現状と課題など、子育て中の親子に関わるうえで専門的なお話を聞いていただきます。



<活動内容>
①「あおぞらひろば」・「あそびのひろば」の実施
②幼稚園・こども園の未就園児対象事業への協力
③プレイセンター事業への協力
④各学校園が実施する読書ｅプラン「絵本のひろば」への協力
⑤～初めて赤ちゃんを育てるための支援事業～
親子の絆づくりプログラム“赤ちゃんがきた！の実施

⑥部会活動（絵本・制作・手遊び）
⑦全体交流会（年1回）・グループ交流会（年４回）
⑧民生委員児童委員協議会との共催事業「おやこdeぽかぽかクリスマス」
の開催

⑨「ぽっぽえんまつり」の参加

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
では、活動内容ですが



自治会館
あそびのひろば

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
地域の集会所をお借りして「あそびのひろば」を行っています。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
絵本の読み聞かせや手遊びをしてみんなで遊びます。



狭山池博物館
屋上庭園
あおぞらひろば

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
狭山池屋上庭園、外遊びを楽しんでいます。



南第二幼稚園
あおぞらひろば

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
幼稚園でも活動しています。



てづくりおもちゃ
をつくりましょう。
何ができるかな？



えほんの
じかんです



プレイセンター活動をサポート！
子育て家庭の親及びその子どもが会員になって、協働運営を行い、
親子が一緒に成長できるプレイセンター活動をサポートしています。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
プレイセンター言いまして、子育て家庭の親及びその子どもが会員になって、協働運営を行い、 親子が一緒に成長できるサークル活動を地域の集会所で行っています。



プレイセンター一覧 （平成２９年１０月現在）

プレイセンター名 場所 会員組数

たんぽぽの会 東野幼稚園 16組

こぐまの会 東池尻会館 31組

チェリービーンズ 東村公民館 37組

げんきっず 狭山地区会館 14組

ヤミー！！ 自由丘会館 21組

ピーナッツクラブ 東野地区公民館 21組

きらきらきっず 川向地区公民館 17組

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
７か所にプレーセンターがあり、子育てサポーターが支援しています。



小学校での『えほんのひろば』



～初めて赤ちゃんを育てるための支援事業～
親子の絆づくりプログラム“赤ちゃんがきた！”

０歳児は、「親子の絆」にとって大切な時期であり、このプログラムを実施することで、子育て仲間
をつくり、育児の知識やスキルを学び、親子の絆を深め「思春期に花開く子育て」をめざします。

ファシリテーターが認定子育てサポーターです！

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
初めて出産をひかえている妊婦さん対象の交流会「妊婦さん集まれ―」を実施します。初めての出産は、やはり不安があるものです。参加者同士で交流を図りながら、同じ悩みや不安を少しでも解消し、自信を持って子育てができるよう支援できればと考えています。このプログラムのファシリテーターが、子育てサポーターです。



絵本部会

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
部会活動も自主的におこなっています。



絵本部会



制作部会



制作部会

あそびのひろばや
幼稚園のあおぞらひろば
で作っています。



手遊び
部会



みんなで手遊びの練習中
です

手遊び
部会

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
手遊び行う



全体交流会・グループ交流会

• 全体交流会では、新聞紙で

• 「アナと雪の女王」に変身しました！ グループ交流会の様子



民生委員児童委員協議会・認定子育てサポーター共催事業

“おやこDEぽかぽかクリスマス”



ぽっぽえんまつりの参加

認定子育てサポーターのバルーン
ぽっぽえんボランティアの

ボーリーング

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
大阪狭山市では、市民ボランティアの方々や認定サポーターが中心となり、乳幼児を育てる保護者が、安心してゆったり子育てができるような支援を行っております。子育て支援は、行政の力だけでは行なえません。子育て支援は、親への支援だけではなく、地域の「子育て力」を高めていくという視点も重要です。大阪狭山市では、円卓会議をはじめ地域での見守り活動や、各地域で様々な取り組みがされています。そのような、地域上げての取り組みと、隣近所での声掛け・見守り、異世代間の交流等を通し、コミュニティづくりが必要だと考えます。地域のコミュニティ力が高まれば、子育て力も高くなっていくと思いますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
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