子育て・サークル応援グループ

MaMa ぽっけ

＊サークル通信＊
★ 私たちは「地域ぐるみの子育て」をめざす活動を発信します ★
冬 号
『寒い冬こそ！みんなで集えばあったかい。そんな活動を応援します♪』
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＜連絡先＞安佐南区社会福祉協議会（通称“社協”）
電話：082-831-5011 FAX : 082-831-5013
MaMa ぽっけホームページ（MaMa ぽっけで検索ＯＫ！）
http://mamapokke.cho88.com

MaMa ぽっけの
こんな活動しました！
ボランティア活動の紹介や体験ができる楽しい秋のイベントです(^^)v
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安佐南区ボランティアまつり

縁日コーナーでは、安田女子大学ボランティ
ア部の皆さんと一緒に、あそびのスペース
を作りました(*^_^*)

初挑戦！リサイクルバザーは、大成功！
メンバー手づくりの雑巾は完売＼(^o^)／

グリーンキッズさん、たんぽぽさん
いちごミルクさん、ふたりっこさん！
ステキな作品の提供をありがとう(^_^)/

今年もたくさんの親子さんが集合！
みんなで一緒にステージで
「アンパンマン体操」を踊ったよ～♪

当日、息子と娘を連れての参加でしたが、会場に来ただけでおじさんやおばさんか
ら声をかけてもらい、お手伝いをしたら褒めてもらい、子どもたちにとって貴重な体験と
なりました。 会場ではゲームやスタンプラリーを楽しんだだけでなく、ちゃんとボランテ
ィア体験もしてきたようです。 車いすで動き回って自慢そうな表情だったし、手話もお
しえてもらったようです。家に帰って「これなんて言っていると思う？」と質問してきて、
「大好き」「ありがとう」とやってくれたのには嬉しかったです。
子どもたちにとってボランティアとは特別なものではなく、楽しんで体験できるものだ
ということが分かりました。一緒についてきてくれる今を大切にしたいと思いました。
（小学生の我が子と一緒に参加 ママ・メンバーより）

大学生が企画する地域のいろんな世代がつながる楽しいイベントです(^^)v

11/22 広島経済大学

祗園興動祭！

『1 日だけのイベントから３６５日の子育て支援を』を合言葉に、「あさみなみ子育て
しやすいまちづくり委員会」が発足して、2 年が経とうとしています。 発足当初から私
たちＭａＭａぽっけも、メンバーとして活動しています。
現在、サイトによる情報発信と祇園地区、沼田地区（大塚）での交流会を通して『ま
ちづくり委員会』の活動を子育て家庭に知ってもらうこと、子育て支援活動に携わっ
ている方に知ってもらうことに力をいれています。
今回、広島経済大学祇園興動祭において「キッズスペース」「授乳・おむつ替え」
コーナーを、大学生と一緒に運営しました。来場される子育て家族が楽しめて、ホッ
と一息つける、安心して過ごせる場所ってどんな場所？ 小さな子どもさんと接するこ
とのない学生さんですが、子育てひろばを見学し、お母さんの生の声を聞き、子ども
の様子に触れて、コーナーを考えてくださいました。

笑顔いっぱいで元気よく子どもたちとあそぶ大学生さん！
それを安心して見守る
お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんの姿がとっても素敵でした。
うん！あさみなみの未来は明るいぞぉ～～
「あさみなみ子育てしやすいまちづくり委員会」のホームページは
「365 あさみなみ」で
検索 してみてね＾＾

ぶっちゃけ サークル運営相談室
誰かに聞いてみたかったけど、なかなか聞くことできないサークルの運営のあれこれについて、MaMa メンバーがお答えするコーナーです。

Q.

新聞紙でゴルフ
新聞紙で、ファションショー！
新聞紙とセロテープがあれば OK。
マント、スカート、帽子、リボン等々
新聞紙で楽しい仮装大会してみてね。

新聞紙で、アンパンチ！
新聞紙 1 枚（物足りない時は 2 枚を貼りあわせて
も OK）を準備して、二人のママで両はじを持って、
子どもたちが、アンパンチ！ 破けにくい時は、少し
切れ目を入れておくといいよ。

新聞一日分を細長く丸めて、棒を作ります。
新聞紙数枚を丸めて、ボールを作ります。
ゴルフのようにボールを打ってあそんでね。
ペットボトルを的にするとあそびが広がります。

やっぱりこれが一番楽しいね。破くときの“ビリビリ”
という音がママのストレス解消になったり（苦笑！）
指を使って破る作業は、子ども達にとっては大事なあそ
び。たくさんの新聞紙をビリビリするのは、お家では出
来ないサークルだからこそのあそびだね。

「お宝 はこび ゲーム」
新聞紙を広げてぬいぐるみなどをのせて、
親子で両側を持って運びます～～♪

節分には、新聞紙を丸めて、オニ退治はどう？
的の鬼は、
“貸出おもちゃ”にもあります。
どうぞ！借りてみて下さい。

袋菓子などおやつを新聞紙にくるんで準備をしておき
ます。たくさんビリビリした新聞紙の中に、隠してみん
なで探します。楽しいぞぉ。

新聞紙で、親子ゲーム大会
「じゃんけん ゲーム」
一枚ずつ新聞紙を広げて、その上に立ってじゃんけんを
して、負けたら折って畳んでいく。小さくなって新聞紙の
上に立つことができなくなったら負け。

こんなときは・・・

新聞紙あそびが、おススメです。
最後は、
ヨーイドン！でお片付け

ビリビリあそびの後は、宝さがし

新聞紙 1 枚を絞るように丸めて、輪っかにします。
色布テープを使うと、ちょっと高級感が味わえます。
ハンドルにしたり、輪投げにしたり、転がしたり、
みんなでたくさん作ると、子ども達が自由に遊んで
くれるはず。

新聞紙で、親子ゲーム大会

新聞紙でオニ退治！
みんなでビリビリ新聞紙プール！

新聞紙で輪っかを作ろう！

スーパーの持ち手がついたビニール袋を一人
一枚持って、ヨーイドンで散らかった新聞紙を袋
の中に「誰がたくさん入れられるかな？」と競争
をします。
いっぱい集まったら、持ち手を結んでボールにし
てもあそべます。ひと家族ひと袋お持ち帰りする
と、お当番さんや役員さんも助かります。
子どもさんが二人いるママなどお持ち帰りが大
変なママの分は、みんなで助けてあげようね。

簡単で楽しいあそびを
たくさん紹介してみます。

←貸出おもちゃの鬼です！
また、ひなまつり「おだいり
さま・おひなさま衣装」も大人気！

寒い時期に、心が温かくなる絵本！
絵本の読み聞かせグループ「まほうのポケット」さん
おすすめの絵本の紹介です。
１月 22 日(金)１０時 30 分から 佐東公民館でおはなし会(絵本の読み聞かせ、
ふれあいあそび)を行ないます。ご参加おまちしております。

◆「もりのおふろ」 西村敏雄 作絵 福音館書店
もりのおふろに動物達がやってきます。大きな動物も小さい動物も
一緒に背中を洗いあって、おふろに入ります。「ごしごし しゅっしゅ」と
心地よい繰り返しのリズムに、おうちでのおふろタイムも楽しくなること
でしょう。

◆「てぶくろ」 ウクライナ民話 エフゲーニ・M・ラチョフ 絵
内田莉莎子 訳 福音館書店
おじいさんが落とした手袋に、次々に入ってくる動物達。変化していく
手袋と、もう入れないとわかっていても、「どうぞ」とやさしい対応に、お
はなしの世界に引き込まれます。美しい絵も魅力です。

サークルさんの応援活動の紹介
一昨年 8 月土砂災害後、佐東公民館で活動する３つのサークルさんは、
活動場所の確保、メンバーの減少などサークル運営の課題をみんなで協力して、活
動を継続されています。“タッチケアもみじ”さんは 0 歳～1 歳過ぎの親子さんを対象
としたサークルです。 主に第 1 子の子どもさんを対象としているので、運営の引継ぎ
が課題となり、MaMa ぽっけでお手伝いにうかがっています。
童謡など歌いながらベビーマッサージをしたり、ママ達のおしゃべりタイムが主な
活動です。サポートに伺ったメンバーは、ゆったりと時間が流れ…毎回癒されます♪
そんなおしゃべりタイムで、昨年 11 月にメンバーさん達から声があがり、「初☆クリス
マス会」が開催されました。 当日はクリスマスソングが流れる中、赤ちゃんはトナカイ
カチューシャ&ママ達はサンタ帽子で参加♪ サプライズゲストのサンタさんも登場！
サンタさんに抱っこされびっくりポンの赤ちゃんが大泣きしたり、貰ったプレゼントをす
ぐ私にどうぞとくれたり(笑)何をしても可愛い♪
ケーキを食べながらママ達の少しリッチなおしゃべりタイムもあり

ドキドキ☆ワクワク大成功のクリスマス会でした

「MaMa ぽっけメンバーのわたしの子育てコラム」では、メンバーのいろんな子育て
体験談を綴っています。みんな泣いたり、笑ったり！我が子と日々格闘？？しているお
母さんたちです。

MaMa ぽっけメンバーの

わたしの子育てコラム（その１５）
「家族で宮島に行ってきました！ 」
長男（小 3）とはいろいろ出かけたけど、長女（年中）はいつも兄の都合に合わ
せてばかりで、どこにも連れて行っていないねぇ～」・・・と。
こんなことをきっかけに、長女の行きたいところへ行こう！と、義母も一緒に家族
で、宮島にいくことになりました。
長女は久しぶりの家族でのお出かけにウキウキ♥ 電車や船に乗るのもうれし
くてはしゃいでいました。宮島に着くとすぐにシカさん達のお出迎えがあり、また
また大興奮！！ このテンションで帰りまでもつのかと思うほど全力でした。 ここ
で力を使い果たしてはいけないと思い、まずはおばあちゃんの希望で、大聖院
でご祈祷をしてもらい、おみくじを。（ここは、私も行きたかったので、よかった！）
子ども達の希望は、もみじまんじゅうと宮島水族館。お父さんは揚げもみじを食
べること。それぞれのやりたいことをみんなで楽しみました。
「あっちあっち・・・」「こっちこっち・・・」と、ウゴウゴ。人が多い中、歩くのも見る
のも大変でしたが、長女の大興奮、大音量の声で迷子になる心配は無用でし
た。水族館の中のふれあいコーナーでは、ペンギンに触れることもでき、写真も
動画もバッチリ。 お土産コーナーでは、しっかりペンギンさんのぬいぐるみをゲ
ット。スナメリクンのぬいぐるみとどちらにするか？長～い時間悩みましたが
ね・・・＾＾；
帰り道のこと、「宮島楽しかったね！」と何度も話していました。 寒い中、お出
かけしたかいがありました。 おばあちゃんにもいろいろ買って頂き、とんだ散財
をかけましたが・・・（笑）
次の日もよほど楽しかったのか、「また宮島行きたいなぁ～～」と。
「なんで？」と聞くと
「スナメリクンのぬいぐるみを買わんといけんもん♪」って…。
宮島は長女のお気に入りの場所になったようです。
MaMa ぽっけメンバー 則武 美和

安佐南区社会福祉協議会 子育てサークル相談事業 （平成２８年１月～平成２８年３月）

日

時：原則 第１・２・３ 火曜日

1月
２月
3月

5 日、12 日、19 日
2 日、9 日、16 日
1 日、8 日、15 日

10 時～12 時（時間内出入り自由）
「私も子育てサークルに
行ってみたいなぁ～」
そんな親子さんも
大歓迎！

場 所： 安佐南区総合福祉センター６階 第３会議室にて
問い合わせ： 安佐南区社会福祉協議会
＜電話＞０８２－８３１－５０１１

★子育てサークルやおうちで楽しめる簡単なあそびを紹介しています！
「サークルで、何して遊ぼうかな？」 そんな時のお助けグッズ “貸出おもちゃ” の紹介もあります。
寒い時期の楽しい室内あそび、節分やひなまつりのあそびなど、一緒に体験してみませんか？

★子育てサークルの紹介、サークル運営の相談をしています！
「サークルデビューしてみようかな？？」 でも、どうやって近くのサークルさんを探そうかな？という親
子さんも大歓迎です。「4 月からの新しい代表さんをどうやって決めようかな？」というお悩みもどうぞ。

★「“ママたちの防災知恵袋コーナー”」 もスタートしました！
子ども連れでも、災害時に役立つ知識をみんなで考えることができるコーナーを用意しました。
開催日が 1 日、15 日であれば、災害伝言ダイヤルの体験ができます。子育て世代ならではの災害へ
の心配ごとをみんなで情報交換してみませんか？

《 “MaMa ぽっけ”って な～んだ？ 》
子育てサークルの出身の母親を中心に、自分たちの経験を活かして、子育てサークル活動のおも
しろさや、子育て仲間のすばらしさを伝えていこう！というボランティアグループです。

《

活動内容の紹介 》
① 通信の発行 （年に 4 回、子育てサークルについての情報を発信します。）
② MaMa ぽっけの あそびネタサロン & 出張あそびネタサロン
③ おもちゃなどの貸出 （サークル活動がより楽しくなるように願って、貸出を行います。）
④ 安佐南区内子育て支援機関と一緒に、子育てサークル交流会の開催
⑤ その他…サークル訪問や、ボランティアまつりへの参加、あさみなみ子育てしやすいまちづくり委
員会への参加など、できることを楽しく ゆっくり！じっくり！活動しています。
♥ サークル活動で困ったことがあったら、遠慮なくいつでも！お気軽に声をかけてくださいね。 ♥

