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 ★
初夏号
『MaMa ぽっけのサークル活動応援メニュー紹介します！』

平成 29 年５月 23 日発行

第 60 号

＜連絡先＞ 安佐南区社会福祉協議会（通称“社協”）
電話：082-831-5011
MaMa ぽっけホームページ
（MaMa ぽっけで検索ＯＫ！）
http://mamapokke.cho88.com

新しいお友だちを迎えた新しいサークル活動はいかがですか？
そんな活動をサポートする 私たち MaMa ぽっけの活動を紹介します！

その 1.

エピソードその３
◆◇

あそびネタサロン

おばあちゃんがご来場(^_^)/◇◆

日時・場所は、通信の裏表紙をご覧になってくださいね。
こちらでは、サロンでの出来事を紹介してみます。

エピソードその１
◆◇

新しい代表さんがご来場(^_^)/

お孫さんとのあそび場所を探して

◇◆

この日は、4 月から代表になったというお母さんが子どもさんと一緒にあ
そびに来てくれました。この日はちょうど春休み、MaMa ぽっけメンバー
んちの N ちゃんと一緒にすぐにあそびが始まりました。
代表さんからは、「 4 月からは、0 歳から 1 歳児さん中心スタートになる
ので、これから 3 歳 4 歳さんが入会されてきたら、年齢差のある中でど
んなふうに活動したらいいのかな？と、話されていました。
いろいろな年齢が一緒でもできることや、もし、同年齢の友だち探しを
されている方なら…、２年保育幼稚園に行く前の子ども達が集まってい
るサークルさんがあることも紹介してみました。代表さんは、いろんなタ
イプのサークルさんがあることを知り、安心された様子でした。

ゴールデンウィークや夏休みにお孫さんが県外よりあそびに来たとき
のために、あそび場を紹介してほしいと、ステキなおばあちゃんが来ら
れました。 MaMa ぽっけメンバーから、近場のおすすめスポットを紹
介。 水あそびができるところなど、3 歳くらいのお子さんが楽しめそう
なスポットを紹介しました！ とても可愛がっておられるご様子で写メを
見せてくれたり、お孫さんとのエピソードもたくさん聞かせて
いただき、メンバーも幸せな気分になりました。
＜サロンの様子より＞

エピソードその２
◆◇

大勢の人が集まるところが苦手だった○○クン！

◇◆

子どもさんの人見知り、場所見知りは、お母さんにとって悩みどころで
すよね～。私たちのサロンは、超！アットホームなので、ゆったりのん
びりおうちのよう。そんな雰囲気が気に入ってくれて続けてあそびに来
てくれる親子さんもあります。続けて来てくれているうちに おやおや・・
今まではサロンに来ても母から離れず大変だったようですが、
この日は、一人で遊びだしてくれたので、みんなで拍手(^_^)/
お母さんも大喜びです。
そんな親子さんには、人数が少なめの
アットホームなサークルさんを紹介してみました。

あそびネタサロンの様子は
ブログ「こんにちは、MaMa ぽっけです！」からもご覧になれます！
あそびに来てね。 こちらから、どうぞ(^_^)/ ⇒⇒⇒
また、私たちは皆さんの地域の公民館などに
「出張あそびネタサロン」として
サークルの紹介やサーク体験の場として、おじゃましています。

その２.

おもちゃの貸出し

「サークルで何してあそぼうかな？」そんな時の強い味方が“おもちゃの貸出し”です。 年間貸出回数も、27 年度 32 回から、28 年度は 52 回にアップしています。
区社協の職員さんが丁寧に対応してくださっているので、子ども連れでも利用しやすく感謝している MaMa ぽっけです。では、28 年度人気だったおもちゃを紹介します。
また、感想コメントは返却時に皆さんに書いてもらっているアンケートから抜粋させていただきました。アンケートに協力して下さった皆さん！ありがとうございました。

人気 No.1「布バルーン」

人気 No.3「ボールプール」

感想コメントより
・はじめての布バルーン、子どもも大人も楽しめました
・みんなで一体感が出てとても楽しかった
・布バルーンの中に入って楽しめたことはよかった

困ったことより
・人数が少ないと楽しめなかった。
・あそび方がいまいちわかりにくかった
・思っていたことと違う行動をする子が多く
子どもたちをまとめるのが大変だった

人気 No.２
「ソフト積み木」
感想コメントより
・積み木がやわらかいので
小さい子でも使いやすい
・赤ちゃんもあそべた
・家であそんだことのない数の積み木で
大盛り上がりでした
・みんなで高く積みとても楽しんだ

◆どうもこの年齢の子どもたちが
集中してあそべる時間は長くても
15～20 分ぐらいだそうですよぉ。
◆まずはママたちが周囲を持って上に上げ
たり下げたり…子どもたちに、中に入ってごら
ん～と声かけて、時にはママも入ってみて風
を感じよう！子どもたちも周りを持って一緒に
上げたり下げたり。
◆次は、そのままバルーンの端を持って上に
上げた後、下に下げると同時にふんわりドー
ムの形にしながらみんなで中に入っちゃう。
◆みんなでバルーンの周囲を持ってとなりの
トトロの、「さんぽ」の歌に合わせて、バルーン
を揺らしながらぐるぐる歩こう！
◆ふわふわしたバルーンに乗りたがる子もい
るかも。そしたらみんなの代わりに軽いぬいぐ
るみや軽いボール、鈴付きのものなどをバル
ーンに乗せてあげよう！ポンポン跳ねるのを
見て楽しもう！
最後はせーので手を離して、一人のお母さん
がクルクルと巻いて一瞬でお片付け～。

困ったことより
・年齢が様々でどのように楽しむのがいい
か少し戸惑った。 ◆大きい子は積んだり長いのを並べて道を作り、
平均台のように、歩いてみるのもいいかな。
◆小さい子には積み木で滑り台を作ってボール
（または、円柱の積み木）をころがしてあそぶのも楽しいかな。

感想コメントより
・いつもと違うおもちゃであそべて大喜びでした
・数がたくさんあるので、ケンカにならずたすかった
・大きい子も小さい子も一緒に楽しめた
・ボールのお家や柵も使ったので、長い時間楽しめた
・小さい子（8 カ月）から 3 歳児まで一緒に楽しめた

困ったことより
・ボールが部屋中に散らかり困った
・柵につまずいてしまうことがあった
・ボールの収納袋がすぐに開き片づけても出てきてしまう
・ボールが段ボールの柵から抜け出て大変
・段ボールの柵の使い方がむずかしい（丸くならない？）

貸出しおもちゃを
もっと楽しんでみたいひとは・・・

◆柵や袋のことは、みん
なの声をもとにあそびや
すくいろいろ改良してい
きますね。いいアイディア
があったら教えてね。
◆ボールの入れ物は、身
近なカゴや水遊び用ビニ
ールプールなどを組み合
わせて子どもたちの年齢
に合わせて、ボールの数
も都合の良い数を考えて
遊んでみてね。
片付けは玉入れ
のようにしたりゲー
ム感覚でできたら
楽しいかな。

＜こんなおもちゃも人気！＞
・「エプロンシアターおおきなかぶ」は、みんなが知っているストーリーだから、誰でも気軽
に演じることができますね！「大型絵本おおきなかぶ」も登場したのでどうぞ♪
・「クリスマスグッズ」「節分オニ」「ひなまつり衣装」 は、季節の行事を盛り上げてくれるので、
おすすめです。
・「おっぱいボール」はとってもやわらかい感触のたくさんのボールです。雨どいを組み合わ
せて、ボールを転がして遊べるグッズを新しくしてみました。試してみてね。
・「手づくりアンパンマンすごろく」は、サイコロつき。すごろくのルールがわからなくても敷い
てあるだけで楽しいすぐれもの。 人数が少なくメンバーでちょっと話し合いをしたいときは
「ままごとセット」もおすすめです。

＜あそび方がわからない！知りたいなぁ～＞
・あそびネタサロンや、子育てサークル交流会（6/14 安公民館・7/5 祇園公民館）に来てね。
MaMa ぽっけメンバーからのあそびの紹介があります～～♪

おまけ.

New！大型絵本の紹介

「おおきなかぶ」
福音館書店 （新版 1966 年）
A.トルストイ (著) 佐藤 忠良 (イラスト)
内田 莉莎子 (翻訳)
みんなが知ってるこのセリフ「うんとこしょ どっこ
いしょ」 みんなで一緒に楽しんでみませんか？

「だるまさんが」
ブロンズ新社 （初版 2007 年）
かがくい ひろし （著）
だるまさんの次々かわるおもしろい表情に、ついつい笑
っちゃう楽しい絵本です。絵本が大きいので、そんなおも
しろさも倍増しそうですね。

お礼とご報告
国際ソロプチミスト広島 さまより

「広島 8.20 土砂災害 復興支援金」を
MaMa ぽっけに対して贈呈していただきました。
私たちは、平成 26 年 8 月 20 日の災害を体験し、被災地域に住む同じ母親の一人として、「ほってお
けない！」そんな気持ちを、ひとつずつ私たちのできることから、カタチにしてきました。それは特別な
活動ではなく、すべては日常のつながりの延長線上にありました。
この度、私たちメンバーが地域の皆さんと積み重ねてきたことを認めて頂き、「広島 8.20 土砂災害
復興支援金」を贈呈して頂きました。
私たちは決して防災を目的としたグループではありませんが、これまで皆さんと一緒に学びあってき
たことをもとに“子育て世代の防災活動”に少しでも役立つよう有意義に使わせて頂こうと思っていま
す。
この場をかりて、国際ソロプチミスト広島 さまには、深く御礼申し上げます。 これからも、私たちらし
い活動を地域で継続していけるようメンバー一同力を合わせて頑張っていこうと思います。どうぞよろし
くお願い致します。

「たまごのあかちゃん」
福音館書店 （初版 1993 年）
神沢 利子（著） 柳生 弦一郎（イラスト）

子育て・サークル応援グループ MaMa ぽっけ メンバー一同

「たまごのなかでかくれんぼしている あかちゃんはだあ
れ？ でておいでよ」と呼びかけると、卵の中から次々と
赤ちゃんが出てきます。 みんなで呼んでみてね。

母親だからこそできる防災活動に挑戦してみます(^_^)/
「ぼうさいダック」 防災カードゲーム

◆ママたちの防災知恵袋冊子（仮称）を作成します！

「ぼうさいダック」は、安全・安心の「最初の
第一歩(ファースト・ムーヴ)」を、子どもたち
が、実際に身体を動かし、声を出して遊び
ながら学べるカードゲームです。「おちた
おちた、何がおちた？」のあそびにちょっ
と似た簡単なルールで楽しめます。

◆子育て世代向け防災講座「ラクになる抱っことおんぶ」を実施します！

3 冊の大型絵本とカードゲームは、国際ソロプチミスト広島「広島土砂災害復興支援金」で購
入させて頂きました。貸出おもちゃとして、楽しいひとときのアイティムとして
皆さんで利用していきましょう。

◆災害時に活かせるよう、おもちゃや大型絵本を備えます！
◆避難所「ママのための授乳コーナー」テントを購入します！
◆外出時に必要な防災グッズをお母さんたちに届けします！

安佐南区社会福祉協議会 子育てサークル相談事業 （平成２９年５月～平成２９年８月）

日

時：

原則 第１・２・３ 火曜日

５月
６月
７月
８月

２日、９日、16 日
6 日、13 日、20 日
4 日、11 日、18 日
1 日、8 日、22 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。
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 》
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…ボランティアまつりへの参画、あさみなみ子育てしやすいまちづくり委員会への参加、
「親子の絆づくりプログラム“赤ちゃんがきた！”」の開催協力など、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。 ♥

