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
『 みんなで楽しもう！ 子育てサークルのクリスマス会 』

平成 29 年 11 月 21 日発行

第 62 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

MaMa ぽっけの活動紹介
秋は楽しいイベントが、あっちこっちでいっぱいですね。
私たちも、おなじみのあそびグッズをもって、ちいちゃなこ
どもたちやママやパパがちょっとホッとできるスペースづ
くりをお手伝いしてきましたので、報告してみます(^_^)/

9/24“安佐南区ボランティアまつり”

安佐南区ボランティア連絡会のメンバーとして定着してきたまつりです。
子育てサークルのみんなもまつりに花を添えてくれています。参加してくれた カム
カム、グリーンキッズ、ふたりっこ、あっぷっぷの皆さん！本当にありがとうござ
いました。ステージ発表や作品の展示がきっかけになり若いファミリーがたくさん
足を運んでくださるのがいちばん嬉しいです。また、バザーの商品を見ながら、親
子さんと言葉を交わしたり、授乳テントに興味を持たれた方に中を覗いてもらった
りもしました。

11/11“笑顔 de 子育て応援ひろば”
よしもと広島所属芸人 松浜 心さんの「パパ芸人による子育てあるある」
トークショー、AKS（安佐南区子育てサポーター）の大学生の皆さんが
作成した「あさみなみ公園マップ」の紹介、MaMa ぽっけによる「どんな
ときでも楽しめるあそびネタの体験」という盛りだく
さんのイベントでした。
テレビでみたことある芸人さんで、子育て中あるある
話は聞いていて楽しかったです。会場に来られていた
“やってあげている感 なし”のパパたちの自然な動
きが、なんだか微笑ましかったです。

11/12“広島経済大学 興動祭”

大学生主催の秋の恒例イベントに“あさみなみ子育てしやすいまち
づくり委員会”メンバーとして参加しています。地域の方や子どもたちもたくさん
来られていて、大学生のパワーは素晴らしいな～といつも感じる私たちメンバーで
す。ソフト積み木コーナー、ボールプールコーナー、二つにコーナーがちょっと別
れているだけで、とっても遊びやすかったようですね。いいお天気で良かったです
ね！そうそう、サークル出身のママや大きくなった子どもたちに会えてとってもう
れしかったです。ママの防災ぽっけの紹介もさせていただきました。

MaMa ぽっけ プチメンバーも大活躍！
休日の活動には、メンバーの子どもたちもプチメンバーとして
参加してくれます。そんなプチメンバーの裏話を紹介してみますね。

その１．
「くりかえし参加するうちに…。
」
ボランティアまつりでは、お店やさんごっこが大好きな娘が張り切っていて、売るのも買うのも大満
足！区民まつりでは、射的のブースで景品配りを手伝ってくれた娘。射的をする人をしっかり研究して
いた様子で、終了後には誰よりも上手に撃てるスナイパーになっていました。

その２．
「区民まつりで…。
」
母がコーナー活動中に、娘とその友達は財布を首からぶら下げて、おまつりを楽しんでいました。休
憩で荷物置き場に戻ると、娘のズボンと床がビショビショに(゜o゜;)
なんと金魚すくいをして、袋にいれてもらった金魚を床に置いて
いたとのこと…慌ててタオルで床を拭いて自分も濡れてしまった
ようでした。 そして、こんなときに役にたったのが・・・
ママたちの防災グッズの中にあったフェイスタオル！でしたとさ。
『金魚が弱ってしまったら可哀想だから返してきなさい！』と
言うと、可愛いポーチと交換してもらってきて早速使っておりました(^^)
次はちゃんとした飼い主さんにすくってもらえますように…☆
小話失礼しました^^;

みんなで 楽しもう！子育てサークルの クリスマス会
子育てサークルの思い出で楽しかったこと、そのひとつが「おうちで体験できないことのひとつ！クリスマス会」
貸出しおもちゃや、ちょっとしたアイディアで楽しめる クリスマス会盛り上げネタを紹介してみます(^_^)/

＜社協さん「貸出おもちゃ」の
クリスマスグッズを使ってみたらどうかな？＞
★当日は 貸出おもちゃのサンタ衣装 を借り、地域の 80 代サンタさんに
来ていただきました。（毎年恒例）プレゼント渡しや子ども達からの質問にも詳
しく応えてくれ、年齢やどこから来たか？など正直な答えが面白かったです(^^)
（何丁目じゃ…など☆）
公民館の館長さんにサンタさんに変身してもらいました。サンタさんはお忙しい
ので（笑）その時は、余裕をもってお願いするといいですね。
☆くいしんぼうゴリラのエプロンシアター を借りてお母さんたちで演じ
ました♪中に説明書があるので難しくなかったです(^_^)b
★なんと！貸出おもちゃには、赤い三角帽子（多数）、トナカイの衣装、
ハンドベルなどもあります。みんなで工夫して楽しんでみてね。

＜美味しいクリスマス会も楽しいね！＞
☆カップケーキを各自デコレーションして食べたり、サンタさんと一緒に集合
写真を撮ったりするのは毎年恒例ですね♪もちろん部屋はクリスマス一
色！飾り付けや買い出しなど、準備は大変でしたが、子ども＆ママ達の
笑顔をみると達成感いっぱいで自分も幸せ気分になりました。
★アレルギーのことをみんなで確認したり配慮し合いながら… カップケーキ
やノーマルケーキの上に、ホイップクリームや果物、マープルチョコや小枝チョ
コなど、それぞれ親子でワイワイ言いながら、トッピングしたオリジナルケーキ
をみんなで食べたなぁ〜 これも、プログラムの中の一つでした。
☆準備が必要だけど、みんなでカレーを食べました。大勢で食べる食事は
とっても美味しかったです。

◆ ママの防災ぽっけ づくり うらばなし（その１）◆
＜うれしいね！みんなへクリスマスプレゼント＞
★クリスマス会の嬉しい思い出です。その時はママにもサプライズプレゼントがありました。
モコモコした暖かい靴下のプレゼントと…『いつも家事育児を頑張っているママへ。Happy
❤X’mas』というメッセージでした。読んで涙が出たのを覚えています。
☆子ども達のプレゼントには、100 均のオモチャ、幼児雑誌、絵本。お母さんのプレゼント
には、みんなで持ち寄った物をくじを引いて楽しみながらくばりました。
★クリスマス会で一番印象に残っているのが、なぜか母親同士のプレゼント交換（笑）

＜こんなことも楽しいよぉ～！＞
★お家にあるイルミネーションを会場に持ち込んで飾り、そのあかりだけで過ごす時間があ
りました。
☆会場のいろいろな所に星を隠してみんなで探して集めて遊びました。
★退職された元園長先生をご招待して、ふれあい遊びなどしていただいたことも、地域に
はいろんなスペシャリストがおられると思うのでご招待するのもいいかもね。私たちの地域に
はどんな方がいるのかな？そんなときは MaMa ぽっけに相談してくださいね。一緒にお探し
します！

今年の春…「8.20 広島市土砂災害からの活動をまとめてみませんか？」とお話を頂き、
MaMa ぽっけだからこそできること、メンバーみんなで考えました。
そして、平成 29 年 8 月 20 日を目標に、子育て世代の人たちに役立つ防災知恵袋を
まとめることになりました。集まってくれたのは、これまで一緒に子育て世代向け防
災講座を企画したママたちです。
はじめての話し合いでまず話題になったことは、
「こういう
のって読んでもらえず捨てられちゃうよね～…。捨てられ
ないこと、読んでもらえること、ママたちの心に届ける
にはどうしたらいいのだろう？」そこで出たアイディアは
「太字で保存版」と入れること。冊子を開きたくなる
キャッチフレーズ「なんとなく不安だけど何もしていない
子育てママへ」
7 人のお母さんたちで冊子づくりが
こうして始まりました。63 号へ続く…。

絵本の読み聞かせグループ

「この指とまれ」さん
おすすめの絵本の紹介です。
祇園西公民館施設ボランティアグループ “この指とまれ” は、年４回、乳幼児を対象
に「絵本の読み聞かせ＆あそび」を開催しています。読み聞かせだけでなく、工作や楽器演
奏、劇などさまざまなイベントを実施しています。（イベント情報は下記にあります）

「おおきくなったら」

発行：小学館 （初版 2008 年）

作・きむらゆういち 絵・長野ヒデ子
大きくなったらどうなるのかな？いもむしさんは？
おたまじゃくしは？本のページを引っ張ると、あらら？
大きくなった姿が見られる、しかけ絵本です。

「もりのおふろ」
作・西村敏雄 発行：福音館書店 （初版 2004 年）
森の奥にある大きなおふろ。動物たちが順番におふろに入
りにきます。みんなで仲良くゴシゴシ体を洗って、ゆっくり湯
船につかります。寒い日にほっこりするお話です。

「うずらちゃんのかくれんぼ」
作・きもとももこ 発行：福音館書店 （初版 1994 年）
はっきりした絵と明るくきれいな色彩に目を引き付けられます。
「もういいかい」「まだだよ」、、、
お子さんと声をかけあいながらさがしてみてくださいね。

１２月６日（水） 10:30～11:30 対象は乳幼児と保護者（先着４０組）
前半は大型絵本やパネルシアターなど、後半はみんなでクリスマス工作をします。最後にサンタさんが
登場しプレゼントもあります。一足早く親子で楽しいクリスマス気分を味わいませんか？
参加費 １００円（当日集めます／子ども１人につき（プレゼント＋工作） 無料で読み聞かせのみの
参加もできます。（申し込み・お問い合わせは、12/4 までに、祇園西公民館 082-875-1760 まで）

子育ては、ママもパパも一緒に楽しみたいですね。
MaMa ぽっけの活動でご一緒したパパたちに、パパの子育てを綴っていただ
こうと思います。お楽しみにね(^.^)

PaPa ぽっけ
子育てコラム（その２）
学生たちが自ら経営を行い、ビジネスについて学ぶ、カフェ運営プロジ
ェクト「HUE Café Time」のコーディネーターをしております。
MaMa ぽっけさんにご協力いただきながら行っている「水あそびカフェ」
は毎年夏の恒例イベントとなり、おかげさまで多くの親子の方にご参加
いただいています。このイベントは、学生たちがプレパパ、プレママ体
験をすることも目的の一つとなっています。この経験を通じて、学生が
自身の子育てや子どもと関わるときに、学んだことを活かしてくれたら
と思っています。
さて、私も小学 4 年生と保育園年長の 2 人の娘の子育て中です。なかな
かゆっくり子どもたちと触れ合う時間が無いのが悩みですが、短い時間
の中でも大切にしていることは、
「子ども達の話をしっかり聴くこと」
「思
い切り一緒に遊ぶこと」の 2 つです。2 人がよく書いてくれる手紙に元
気づけられ、気付かせてもらうことも多く、子育ては自分育てだなと子
どもたちに感謝しながらの日々を送っています。
いずれ訪れる思春期が少しだけ不安ですが、
「パパ、パパ」と来てくれる
今の幸せをかみしめ、これからもさまざまなことを家族で楽しみながら
歩んで行ければと思っています。

広島経済大学 興動館スタッフ 足立 知久

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１２月～平成３０年３月）

日

時：

原則 第１・２・３ 火曜日

12 月
1月
2月
3月

5 日、12 日、19 日
9 日、16 日、23 日
6 日、13 日、20 日
6 日、13 日、20 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。「新しいメンバーはどうやって集めたらいいのかな？」など、なんでもどうぞ！！

★「“ママたちの防災知恵袋コーナー”」 も掲示・展示中！
災害のこと、なんとなく不安だけど、なにもしていない子育てママに向けて “ママの防災ぽっけ”冊
子が完成！皆さんに配布しています(^_^)/ これをチャンスに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。 ♥

