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 ★
秋 号
『みんなで一緒にどこに行こうかな？何してあそぼうかな？
そんな楽しい活動を応援しています！』

平成２８年８月 30 日発行

第 57 号

＜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 ぽっけの活動紹介

￥

私たちは、子育てサークル活動を行っている皆さんが
より楽しい活動のヒントを見つけられるような
情報交換の場を提供したいと思っています！

“安佐南区子育てサークル交流会”
春になり、新しい仲間との活動がスタートし、ちょっと慣れてきたかな？
というこの時期に、毎年行っています。今年度の様子を報告します＼(^o^)／

6 月 15 日祇園公民館会場（6 サークル

17 組の親子さんが参加）

のんたんランドあひる組・ひよこ組、あっぷっぷ、はらっぱ、
キューピーエンジェル、よちよち倶楽部
7 月 6 日安公民館会場（5 サークル 7 組の親子さんが参加）
こぶたランド、グリーンキッズ、カムカム、タッチケアもみじ（古市）
、ハッピーホビー

＜活動ネタがたくさん聞けました！＞
◆ 季節のイベントを手づくりで行っているよぉ！（運動会、手づくりケーキ、誕生
日会、簡単工作）こんな展示物もとっても参考になりました。

◆ いろいろな見学に行けるってこと（工場見学、消防署や警察署見学など）
◆ 布バルーンとボールのあそびの紹介が楽しかったので、借りてやってみよう！

＜他のサークルさんのこと、いろいろ知ることができました！＞
◆サークル内で役割分担すること、教えてもらいました。
◆どこのサークルさんもメンバーが減少していて大変なんだなぁ～。
◆サークルさんの実情についても、ざっくばらんな感じで聞けて楽しかった。

＜もっと知りたいなぁ～～！＞
◆人形劇など少ない費用で来てくれる（出前講座）ところが知りたいなぁ。
◆もっともっとほかのサークルさんの様子が知りたいなぁ。
◆貸出おもちゃについて、詳しいことをもっと聞きたかったなぁ。

＜こんなことできたらいいなぁ～～！＞
◆今日のような機会がもっとあるといいなぁ。
◆最初に参加サークルの活動の様子をスライド等で見られるのも楽しいかも。
◆サークルに入りたい人も一緒に参加して、どんどんサークルを紹介したい。

MaMa ぽっけからは、区社協さんで実施しているサークルさんへの貸出おもちゃより、大型
絵本「ぴょーん！」と、布バルーンなどをみんなで体験してみました。子育て支援センターか
らも楽しいあそびのレシピも届きました。「行きたかったなぁ」「もっといろいろ聞きたかったなぁ」
というみなさんは、是非とも、あそびネタサロンに来て下さいね！また、貸出おもちゃのあそび
の体験も出来ますよぉ～～。
また、２つの会場とも、安佐南区ボランティアセンター登録のボランティアさんが、子ども達
の見守りとあそび相手としてお手伝い参加下さりました。ボランティアの皆さん！本当にあり
がとうございました。
「もっと知りたい！」「こんなことできたらいいなぁ」という声は、これからの MaMa ぽっけの活
動に活かしていこうと思います。サークルメンバーさんでも、いつでも MaMa ぽっけの活動に参
加することもできますよぉ～。 一緒に思いをカタチにしてみませんか？

みんな来てね！ボランティアまつり
MaMa ぽっけでは、貸出おもちゃを使った楽しい「あそび・
縁日コーナー」を担当します。リサイクルバザーやボランティア
体験コーナーなど、ご家族で一日楽しんでみてください。
日時：10 月 2 日（日）10 時から 15 時まで
場所：安佐南区総合福祉センターにて

8.20 広島土砂災害から二年が経ちました
もう二年、まだ二年・・・ 忘れてはいけないこと、忘れることで前に進めること・・・ 同じ安佐南区で暮らしていても、それぞれの立場が違うと思いは
全く違います。そんなことがあるって身をもって感じることができたのは、身近な地域であの災害を体験した私たちだからこそかもしれません。
私たち MaMa ぽっけは、「ママたちの防災知恵袋コーナー」と題して、防災情報、防災グッズ、防災書籍など私たちが学んだことを、様々な活動の中で展示
をし、身近な子育て世代の防災について情報交換するきっかけをつくることを大切にしています。二年が経ち、あの時のこと、もう一度ふりかえってみました。
そして、私たちはあの日から日頃のつながりをより大切にできるような活動をこころがけています。

災害から 1 週間が過ぎた頃、避難場所である佐東公民館に“あそび場”を設置する

私は土砂災害から数日後に、我が子が通う緑井小学校避難所の

ために、ＭａＭａぽっけとしてどのように動いていこうか？メンバーで試行錯誤していま

ボランティアに行きました。昼間は、被災した家の掃除や後片付けの

した。看護師さんのボランティアグループ「キャンナス」の代表さんにお会いし、避難者

ため自宅へ帰られる方が沢山おられ、小学校では子どもや年配の方

の状況や何が必要かなどを聞かせてもらったり、実際に避難所の親子さんにお話した

などが避難されていました。子ども達は、ボランティアの学生さ

りしました。そんな中、日頃から活動でお世話になっていた公民館の職員さんからこん

ん、保育士さん達と託児室で遊んでもらい、その他の方々は各教室で新聞を読んだ

なお話が…

り、横になって休まれていたりと校内は静かな様子でした。

地元の中学校の生徒さんが“あそびボランティア”として来られ、子ども

たちに絵本をよんでくださったそうです。

そんな中、夕方『ラジオ体操をしましょう。皆さん廊下に出て下さい。』と校内放送

その生徒さんの中に、サークル出身者がおられたそうです。佐東公民館の子育て

が流れました。出てみると、運動場に面した L 字型の廊下に、各教室前に立つ皆さ

サークル「ニョロニョロクラブ」に小さい頃お母さんといっていて、自分はあまり覚えてい

んの様子が見え、離れていても一緒にラジオ体操をしている気持ちになりました。そ

ないけどお母さんから公民館に行ってみたらいいよと言われたそうです。ニョロニョロク

して私の横で体操をされていた 70 代くらいの男性が『久しぶりに体を伸ばしてすっき

ラブを仲間とつくり、当時代表をしていた私としては、胸が熱くなりました。私が頭で考

りした。何十年ぶりかのラジオ体操じゃったけど体は覚えとったのう』と笑顔で言われ

えて、避難所へ何を届けたらよいか悩んでいる間に、即行動を起こしている中学生が

たのがとても印象的でした。運動としてはもちろん、ラジオ体操の良さを改めて感じた

いる。しかもサークル出身者。 地域で子育てし、地域で育った

避難所でのホッとする一時でした。

子どもたちが、また地域に優しさを返してくれる。これぞ原点なん

（緑井在住メンバー）

だなと思う出来事でした。災害から 1 週間、出来る人が出来ること
をやっていたあの頃の出来事でした。（川内在住メンバー）
あの災害のあと、小さな子どもがいるけど何か役に立つことがあれば・・・そんな声が私たちのもとにたくさん集まった。「暑くてたまらない避難所にメッセージを親
子で書いてうちわを届けよう」「避難物資が届くまでの数日間、いろんなサイズの紙オムツを避難所に届けよう」とっても小さな活動だったけど、みんなで必死だっ
た。何か役に立ちたい！と思う声はとってもすばらしいことだけど、口コミで思いは広がり、「こんなものも必要なのでは？」と、日頃お世話になっていた祇園西公
民館に段ボール 20 箱以上の支援物資が集まってきた。 驚き状況を確認に行く・・・ただただ職員さんにあやまったなぁ。 そんな時、館長さんは「うれしいじゃないか！こんな
にたくさんの人の思いがカタチになって・・・」と、すぐに臨時の置き場所を確保してくださる。そして、祇園西公民館で活動している子育てサークルの
お母さんたちがすぐに集まり、物資の仕分け作業を一緒にしてくれた。必要なところに必要な物資を届けよう！
・・・私たちの活動は、あの時こうして多くの人たちと共にはじまったのだった。（山本在住メンバー）

秋になったら、みんなで行ってみよう！
サークル交流会で話題になった

見学・体験お出かけ情報！

安佐南消防署 （安佐南区緑井 1 丁目）
私たちサークルが行ったときには、2 グループに分かれ(メン
バー人数が多かったため)時間差で、じっくりと見学することが
できました。『緊急出動などで車が見られないこともあります。』
と聞いていましたが、当日は消防車、救急車とも見ることがで
き、子どもと車内にも入らせてもらい楽しい体験をしました！そ
の後、建物内や屋上の見学もして、普段見ることができない所
なので嬉しかったです。最後に集合写真をとりました。

福留ハム広島工場 （安佐北区三入南 1 丁目）
電話予約時に参加人数と車の台数を伝え、車 OK だったので助かりました。
(近くにバス停もあり。) 工場内ではウインナーを作る課程を見ることができまし
た。試食をしながらビデオを観せていただくのですが、大人向けのため、子ども
の愚図り対策に折り紙や、お絵かき帳を持参しました。
帰り際に福留ハム商品の買い物もでき(お買い得でした！) またお土産も頂
き、嬉しかったです♪ 所要時間も 90 分程だったので小さい子ども連れでも大
丈夫でした☆ みんなで集合写真も撮り、いい記念になりました。

グリコ乳業広島工場 （安佐南区緑井 5 丁目）
当日は、涼しい部屋で頂いたドロリッチが美味しかったです。
飲みながら、懐かしいコマーシャルを観たり、商品説明を聞いたりしました。
こちらは飲み物の工場だそうで、お土産に紙パックのジュースまで頂き子ども達
は大喜びでした♪ もちろんメインの工場見学では色んなロボットや機械を見る
ことができ(小さい子どもにも見えるよう踏み台がありました)楽しかったです☆
この情報は、お母さんたちの口コミ情報です。詳しい情報は、皆さんで問い合わせてみて
下さいね。「子どもさんの年齢、人数」などを伝えて、無理ない計画をたててみてください。
ほかにも、「ヌマジ交通ミュージアム（安佐南区長楽寺 2 丁目））」や、「大芝公園「交通
ランド」」（西区大芝）」 「せせらぎ公園（安佐南区川内）」 「広島市広域公園（安佐南
区大塚西）」 「春日野中央公園（安佐南区山本新
町）」 「竜王公園（西区竜王町）」などが話題になっ
ていました。

「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 17）
「一生のたからもの 」
仕事をバリバリして、結婚にも子育てにも、全く興味のなかった私が、
ひょっこり結婚して、3 人の子宝に恵まれた。人生って不思議なものです
よねー。
それから、子育てに没頭する日々でした。ふと気づけば、約 1/4 世紀の
月日が過ぎた。上の 2 人は成人して少しずつ巣立とうとしています。
（末
っ子は、まだ、中 3 ですが…）
それぞれの子を通して、たくさんの方々に出会えた事が「一生のたからも
の」です。ママ友だったり、学校の先生だったり、地域の方々だったり…
もちろん、MaMa ぽっけのメンバーもそう。もし、子どもがいなかったら、
出会えなかった方々です。
そして、子育てを通して、喜んだり、悲しんだり、悩んだり…決して良
いことばかりではないけれど、子どもがいたから出会えた出来事。成長を
見守ってこられた事。写真に残っている事、私の記憶や心の中の事もある
けれど、これも「一生のたからもの」
。
子どもが成長し、それぞれの道を歩いていますが、昔一緒に過ごしたマ
マ友とは、今でも、昔話に花が咲きます。それぞれの成長を共に喜び合え
る友に恵まれた事は、最高の喜びです。
サークル活動は、その原点だった気がします。そして、時代の流れと共に、
形態は変わってきているのかもしれませんが、子育てを通して出会いの場
である事には、今も昔も変わりない気がします。
「サークルバンザイ！」いついつまでも続いていくことを願います。
MaMa ぽっけメンバー
須磨 純子

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９月～平成２８年１２月）

日

時：

原則 第１・２・３ 火曜日

9月
10 月
11 月
12 月

10 時～12 時（時間内出入り自由）

6 日、13 日、20 日
4 日、11 日、18 日
1 日、8 日、15 日
6 日、13 日、20 日

「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。
また、簡単な工作や手づくりおもちゃの作り方も紹介しています。ど・う・ぞ！！

★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。「みんなで運営するのって、どうしたらいいのかな？」等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！
我が子を守るには、どんな準備が必要かな？ みんなでおしゃべりできるコーナーを用意しました。
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 》
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
①

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。 ♥

