
 

  

 講師は子ども料理を専門に学んだキッズ・キッチンインストラ

クター。３歳以上のお子さんが対象。素材から調理して食べ物に

なるまでの過程を子ども自身で体験し、一汁二菜の季節の和食を

中心に作ります。 

やり遂げたこどもたちの笑顔は自信に満ち溢れています。 
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 うららかな陽射しを感じる季節がやってきました。花々もつぼみをふくらませ、開花

のときを待ち構えているようです。春は、新しい生活のはじまりの季節でもありますね。 

ちろりん村では、親子で参加できる講座やひろばを開催しています。今号では、毎月

または隔月で開催される定期講座をご紹介します。新年度のはじまり、新しいことへの

チャレンジや仲間づくりに、ぜひ参加してみませんか？ 

講師は市内在住の下田みゆきさん。0 歳から３歳までが対象。

リズムに合わせて自由に身体を動かします。 

手遊びや季節に合わせた工作など、親子で楽しめる時間です。 

毎月第１・第３または第２・第４月曜日（８月はお休み） 

10：30～11：30 パスレル保谷２階 1,000 円/1 回 

ちろりん村の定期講座 

離乳食教室 赤ちゃんレストラン 
年６回、隔月（基本は奇数月） 

10：00～11：30 パスレル保谷２階 1,500 円/1 回 

講師は市内在住で管理栄養士の中村美穂さん。7～11 ヵ月の

親子対象。離乳食を特別なものと構えずに、大人食から取り分

けて一工夫する方法を、実際に調理しながらわかりやすく解説。

出来上がったお料理は赤ちゃんとママでご試食いただきます。 

ママの疑問や悩みもすっきり解決です!! 

※体験・お試し参加、お気軽にどうぞ。    ※日程は、都合により変更になることがあります。HP またはカレンダーをご確認ください。 

 

子ども料理教室 ふれーずシェフ 

親子でリトミック みゆき教室 

毎月第２日曜日（８月はお休み） 

午前（10～12）・午後（13～15） パスレル保谷２階 3,000 円/1回 

※別途入会金 3,000 円（保険料含）、継続参加料金制あり 



報 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベントのご報告 

３歳以上のお子さんのいる方を対象

とした保育付連続講座（全 7 回）です。 

この講座は平成 29 年度キリン・子育

て応援事業の助成金を受け、ＮＰＯ型切

れ目のない子育て支援事業の中の親講

座の一つとして開催しました。 

1 回目から学習を積み重ねて次第に

年齢に合った子どもへの適切な対応法

を、実際にロールプレイしてみることで

生活の中に取り入れていきます。 

 

誰にでもできる ほめる子育て始めましょう！ 

CSP 講座（コモン・センス・ペアレンティング） 

 1. 発達・適切な期待値・育み；子どもの発達に 

合わせた期待値の設定と育児の基礎となる育み 

2. 見せて話す・結果：行動を具体的に表現し、行動に 

あった結果を用いる 

3. 効果的なほめ方・理由：子どもの側に立った理由、効果

的なほめ方のステップを学び、ほめる行動を逃さない 

4. 予防的教育法・社会スキル：前もって子どもにして欲し

いこと（特に社会スキル）を教える 

5. 問題行動を正す教育法：問題行動が起こった時の具体的

な対処法 

6. 自分をコントロールする教育法：緊張した場面では親が

まず落ち着き、子どもを落ち着かせる 

7. 全部まとめて：S1～S6 のまとめと教育法の活用、修了式 

私の声掛けが変わ

ることで、とても

うまくいくように

なりました。 

子どものかん

しゃくがなく

なりました。 

講座が毎

回楽しみ

です。 

久しぶりの学

びで、頑張っ

ている自分が

いました。 

友人に「何か

勉強した

の？」と聞か

れ嬉しかっ

たです。 

参加者の声 

是非また参加

したいです。 

CSP講座の様子 

 巨大迷路は設計図のない工作です。スタッフとそ 

の子どもたちが思い思いに段ボールをつなぎ合わせ 

ていきます。それぞれ組み立てたものを会場いっぱ 

いにジョイントさせて完成!! スタッフの子どもたち 

が待ちかねたようにトンネルをくぐります。飾りつ 

けは若いスタッフメンバーのアイデアで華やかに出 

来上がりました。 

 当日は親子づれが４１組、６５人もの子どもたち 

が来場してくれました。赤ちゃんはハイハイでトン 

ネルをくぐり、大きいお子さんは腹ばいで前進、途 

中の窓からかわいい顔をのぞかせていました。 

中でも、大きなお子さんでも立ち上がることができるようになっていた中央の塔は大人気!! お母さ

んたちがスマホを片手にシャッターチャンスを狙う姿も見られ、会場は盛り上がりました。 

お絵かきスペースやたくさんの風船など、迷路の中の楽しい空間を存分に楽しんだ後は、解体です。

遊んでいた子どもたちも手伝って、さぁ、開始！ あっという間に巨大迷路はぺっちゃんこになり、片

付けまでもみんなでワイワイと楽しんで終えることができました。次回もお楽しみに！ 

 

クリスマスイベント巨大迷路で遊ぼう！ 

 

2017 年 12 月 17 日 
エコプラザ西東京にて 

 

2018 年 1 月 19 日～3 月 8 日（全 7 回） 
西東京市民会館にて 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  
2013

年度  

2014

年度 

2015

年度 

2016

年度 

2017

年度     
合計 

利用者数 9 21 25 25 10 90 

（利用者の） 
子ども数 13 37 30 39 16 135 

訪問回数 42 127 119 130 64 482 

のべ 

訪問回数 
50 147 136 150 75 558 

家庭訪問型子育て支援 ホームスタート･西東京 活動報告 

 【集計期間：2013年 12月〜2018年 3月末】 

 

※訪問回数：利用者が訪問を受けた回数   ※のべ訪問回数：オーガナイザーとホームビジターの、のべ訪問回数（のべ訪問人数） 

 

 

 ホームスタートは、地域の先輩ママがボランティアで家庭を複数回訪問する子育て支援です。2013

年から始まった西東京市の訪問回数が、のべ 560 回となりましたので報告させていただきます。 

利用者の年齢は 30 代が最も多く全体の 78％です。お一人目のお子さんの方が 64％、お二人目のお

子さんが生まれて利用の方が 29％でした。 

 お子さんの年齢は 0 歳が 45％と最も多く、1 歳 25％、2 歳 12％で、3 歳以下が 9 割を占めます。

特に利用の多い 0 歳の月例をみると、0〜5 ヶ月（64％）、6〜11 ヶ月（34％）です。6 ヶ月未満の

利用が増えています。平成 28 年 12 月から産前訪問も開始しています。 

訪問ボランティアは、35 名の方がいらっしゃいます。 

お申し込みはお気軽にメールまたはお電話をください。担当者から折り返し連絡させていただきます。 

 

2013年度 

2014年度 

2015年度 

2016年度 

2017年度 



 

 

 

 

 

泉町 

ホームスタートは、0歳から6歳以下のお子さんを持つご家庭に、訪問

ボランティアが複数回訪問する無料の子育て支援活動です。多くの団体が行

政委託でホームスタートを実施する中、2013年より独自事業で開催して

います。訪問ボランティアの養成講座・フォローアップ研修や交通費等、運

営にはみなさまのご支援が必要です。すべての子どもたちの幸せな人生のス

タートのために、ご支援・ご協力をお願い致します。 

 2017 年 4 月『生活クラブ生協』が運営する２つめの子育て広場が

西東京市に誕生しました。地域の子育て支援のため「パスレル保谷」

にお住いの方々のご理解とご協力を頂き、子どもと一緒に出かけられ

る場所、子育て中の仲間に出会える場所、ほっと一息！くつろぎの場

所ができました。 

 生活クラブの取組品も含めた良質なおもちゃや楽しい遊びを用意し

て待っています。お茶、コーヒー、紅茶は無料、お味噌汁(100 円)も

用意しています。お昼は持ち込んでいただき親子で食べられます。保

育士が常駐しているので子育ての悩みや心配事等も、気軽に相談でき

ます。組合員でないお友だちも誘って来てください。 

 初めてひろば利用される場合は無料、２回目は 300 円で利用でき

ます。お部屋で子どもと過ごして頂き雰囲気を楽しんでみてください。 

 

生活クラブ 子育て広場 ぶらんこ西東京 

 

 

ホームスタート・西東京 2017年度 賛助金のご報告 

 

 

 「ぶらんこ西東京」は営利を目的とせず、地域の子育て中の人

が、人との関わりの中で力をつけ、必要な手助けを受けながら、

自分らしく子どもを育み、そこで培った力を地域に活かしていく

ことにつながっていく場所となる事を目的としています。 

賛助会員になって、地域の大きな家族として一緒に 

子どもたちを育てて行くことをご支援ください。 
ご意見を頂き、交流等にも関わって頂けると幸いです。 

 

対  象： 0～2 歳児（未就園）の親子 

開室時間： 10：00～15：00 

開 室 日： 火・木・金曜日 

利用料金： 1 日利用 300 円（別途年会費 1,500 円） 

フリーパス：1,000 円／月 

 

 
 

 

広場を支援していただける ぶらんこ賛助会員 を 募集しています 
 

賛助会費：1,500 円/口 
 
 

 

賛助会員のお申し込み受付は広場開室日 

もしくは、右記の場所でお待ちしています。 

〒202-0011 

東京都西東京市泉町 3−12−25 パスレル保谷 1F  
（生活クラブ保育園ぽむ内） 

TEL＆FAX：042-425-0788 
E-mail：chirorinmura@mbn.nifty.com 

http://npochirorinmura.jimdo.com/ 

【各種講座やホームスタートのお申込み・お問合わせは…】 

 

企業 ユニ・チャーム株式会社 様    

         100,000 円 
 

個人 村田典子 様 12,000 円 星出薫 様 3,000 円 

わらべうたの風景 

 

もやしのお雑煮 

    
ホームスタート・西東京 賛助金のお願い 
 

 
             賛助金 (1 口) ＊何口からでも構いません

・個人 3,000 円 ・団体 10,000 円 ・企業 50,000 円 

ご支援・ご協力をいただいた方には、機関紙とともに活動報告を 

送らせていただきます(年 2回)。また、講座やイベントのご案内、 

機関紙(本紙)へのお名前の掲載をさせていただきます(可能な方)。 

振り込み先 ゆうちょ口座 ： 記号 00100-3 番号 587407 

 

パスレル保谷 1F 

生活クラブ保育園ぽむ内 

賛助会員のお問合わせ・お申込み 

生活クラブ子育て広場 ぶらんこ西東京 
西東京市 3−12−25 パスレル保谷 401 号 

TEL＆FAX：042-439-4777 
          （開設時間のみ） 

E-mail：branco.nishi-tokyo@nifty.com 

  ブログを開設しました。QRコードはこちら→ 

開室日以外のお申込み、お問い合わせは 

ちろりん村へお願いいたします。 
 

（2017 年 10 月〜2018 年 2 月） 


