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！ 』

令和元年 ５月 30 日発行

第68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 ぽっけは
子育て真っ最中のお母さんたちが運営する
子育てサークル活動を応援しています！

その１＜あそびネタサロン ～ある日のサロンでの出来事より～＞
二つのサークルの親子さん２組と、サークルに
興味をもってあそびに来てくれた５組さん、７組の
親子さんがあそびに来てくださいました。
「ビニール袋であそぼう！」では、傘用の
ビニール袋で可愛い“てるてる坊主”ができました。
サークルのお母さんからは、活動場所である集会所が耐震工事とのこと、工事
中活動できる場所をどうしようかと…相談がありました。今年度は複数の公民館
や集会所で耐震工事が実施されるようで、いくつかのサークルさんから同じような
相談が来ています。そんなときは、社協さんも協力くださり、活動できる会場を一緒
に探していきます。
サロンでは、貸出おもちゃの紹介もしていま
す。おもちゃの貸出で、大人気なボールプール。
ボロボロになってしまったボールプールの柵を
ＭａＭａぽっけメンバーでリニューアルし、今日は
お試しでみんなにあそんでもらいました。子ども
たちがいろんなあそび方を見せてくれて、想像
以上に盛り上がりました。
「うちの子は恥ずかしがり屋さんだから、サークルさんに興味はあるけど、もう少
し慣れてからにしようかな？」というお母さん。続けてサロンに来てくださっています
が、少しずつ場所に慣れ、メンバーとも顔見知りになり笑顔いっぱいです。いろんな
親子さんが、それぞれの目的であそびネタサロンを利用くださっています。
みんなの共通の思いは・・・
「親子でおともだちできたらいいね！」 そんな楽しいあそびネタサロンです！
※ あそびネタサロンの日程は、裏表紙を見てね。

その２＜おもちゃの貸出 ～平成 30 年度 貸出ベスト３～＞
人気のおもちゃにも、あそび方へのお悩みもあったようでした。
メンバーみんなでちょっと対策を考えてみました。参考になるとうれしいです。

1 位 ボールプール・ボールハウス
「ボールハウスをつぶしてしまう(-_-メ)」
→ 「ハウスの中でお友達があそんでいるとき、外から体当たりをしたり
体重をかけてハウスをつぶすことは危ないこと！」と、最初に伝えて親子
でお約束してみてはどうかな？ いきなり途中で声をかけあうのは少し親もドキドキするか
もしれませんね。また、交代で大人が１人ハウスを支えながらそばについておくと安心で
す。 これまではボールとおうちを一緒に貸し出ししていましたが、ボールと一緒だと楽しす
ぎてテンションが上がっちゃうかな？と、ボールと別々に貸し出せるようにしてみました。

2 位 布バルーン
「すぐにあきちゃう！あそびが続かない！」
→ ◆みんなの知っている季節の歌（BGM をかけても OK）を
みんなで歌って、バルーンをパタパタしながら輪になって歩き、
途中で『はんたーい！』と反対回りをする。◆バルーンの端と端を大人が立ったまま持って
トンネルを作る。一方通行にして子どもがグルグル走れるようにする。◆バルーンの中に
風船やボールを投げ入れたり、バルーンを浮かせて外にはじき出したりを繰り返してあそ
ぶ。◆最後は『３、２、１』でバルーンを持っている手を離してもらい、１人の大人が一気に
両手で巻き込んでマジックのように片づけると楽しく終えることができますよ！

3 位 フラフープ
「フラフープの取り合いになっちゃう！」
→ 最初は珍しいので、一人一本手に取ってみたいかもしれま
せんね。10 本入りセットが 2 セットあるので、借りる時にそんな
ことも想定しておいてはいかがかな。みんなが落ち着いたら、
フラフープをトンネルにしてくぐったり、下に置いて輪から輪へ跳んだりしてみんなで遊ぶこ
とも楽しいです。その後、子ども同士で取り合いになったり、好きな色を選んだりしても、怪
我がないようにだけ気をつけながら、そんなやりとりができるのもグループ活動だからこそ
と、みんなで見守れるといいですね。 ケンカの対応で困ったらいつでも MaMa ぽっけに
相談してね。

その３＜子育てサークル交流会 ～今年もあるよ！～＞
ほかのサークルの人と情報交換をしたり 一緒に楽しいあそびを体験したりできる機
会として交流会を実施しています。今年度は、6 月 26 日（水）古市公民館さんにて、
「子育てサークル交流会&親子で運動あそび」を行います。詳しいことや申込について
は、グループ代表さんにお手紙を送っていますので、確認してみてね。

なんとなく不安だけど、何もしてない子育てママへ

ママの防災ぽっけ！ 特集
もうすぐ…梅雨がやってきます。紫陽花のきれいな季節でありますが、雨が続くとお出かけしにくくなるし、洗濯物も乾きにくくなるし、子どもたちもエネルギーをもてあ
まし…子育てママにとってはちょっと大変(-_-メ) また、急な局地的な豪雨など災害についても心配な季節になりますね。2014 年 8 月 20 日「広島市 8.20 土砂災害」
よりもうすぐ 5 年が経とうとしています。昨年の「平成 30 年 7 月豪雨災害」から 1 年です。サークルのみんなで、
「子育て世代の防災」について考えてみませんか？

5/11 防災フェス！に参加してきました！

サークルで防災をテーマに何かやってみたいと思ったら相談してみてね。
たとえば・・・
◆楽しみながら防災について学べる

イオンモール祇園で行われた”防災フェス”安佐南区社協さんの
ブースに「ママの防災知恵袋コーナー」として参加。
社協さんや同じボランティア連絡会である５K チームの皆さんや、
広島経済大学興動館子どもたちを守ろうプロジェクト・武田山プロ
ジェクトの学生さんと一緒に子育て世代に向けて防災情報を発信、
ママの防災ぽっけも来場された方にお渡しすることができました。

報告その１

「防災教室 ひろしま J プログラム」実施のお手伝い
◆ママの防災ぽっけにある「いざというときに使える あそび」を紹介
◆貸出おもちゃにある「防災ダック」カードの紹介

興味があるときは
社協さんに尋ねてもらったり
あそびネタサロンで相談してね！

はじめての参加”防災フェス”では、実際に災害が起こった場合、例えば雨風を凌ぐ際、ゴミ袋が雨具
の代わりになったりと、実際に作ってみて便利な一面、災害がもし起こったらどう行動したら良いかなど
防災フェスに参加した事で防災について考えるようになりました。自分達の活動は、祇園小学校や八木
小学校でもイベントを開いています。交通安全、防犯を主に伝えていますが、8 月 20 日の豪雨災害を
忘れないために、今後のイベントでそのような内容を組み込んでこうと考える機会となりました。（子ども
たちを守ろうプロジェクト 川口大輔）

報告その２
MaMa ぽっけメンバーである私は小学生の娘と一緒に参加、大学生と一緒に楽しみながらビニー

＜ご報告＞
MaMa の防災ぽっけ

増刷していただきました！

2017 年に国際ソロプチミスト広島の皆さんからの支援金のおかげで作成したマ
マの防災ぽっけ（6000 部）は、私たちの活動を応援してくださるたくさんの人たち
に協力していただきすべてを配布させていただきました。昨年の「平成 30 年 7 月豪雨災害」時には、
被災された親子さんやいつ起きるかわからない災害への不安を少しでも軽減できればと急ぎ MaMa

ルの人形、ビニール袋カッパ作りを来場者さんと一緒に経験できてよかったです。
私達の展示を見て、「ここ祇園が？イオンが？ 水に浸かったのですか？」とびっくりされているお父さん

ぽっけホームページに一部のページを掲載しました。

がいました。転勤族の方で祇園に住んでいるが、この春から自分が単身赴任で、妻子ども 3 人だけで、

7 月豪雨 災害復興支援金」を頂き、A5 版 4000 部を増刷させていただきま
した。安佐南区内だけでなく昨年の豪雨災害で被災された子育て世代の皆

避難できるだろうか？と考えるきっかけになったようでした。

そして、2019 年 5 月国際ソロプチミストアメリカ日本西リジョン「平成 30 年

また、別の親子さんが、展示の中のいろいろな本をチラ見していたので、「どうぞ、中も見てくださいね」
と声をかけると、「ここにあるものほとんどもってるんです。」お話を伺うと、子どもさんが、とても興味があ

さんにお届けしたいと思っております。

り、防災グッズもほとんど自宅にあるそうで、しかも、子どもさん自身で全て用意されたそうです。誰かの

版 500 部を作成させていただきました。こちらは「供覧用」として、地域の様々
な機関等にお届けさせていただこうと思っています。

役に立ちたい！という気持ちがきっかけだったそうです。 「防災士の資格は何歳から受けれるんですか

また、特定非営利活動法人 ANT―Hiroshima よりも支援金をいただき、A4

ね？」など、とおしゃべりさせてもらいました。 （MaMa ぽっけメンバー）
本当にありがとうございました。 MaMa ぽっけ メンバー 一同

「おはなしどんどん
たからばこ」さんからの

◆おすすめ絵本のコーナー◆
～オノマトペ絵本の魅力～ （onomatope・フランス語で擬音語、擬態語の総称）
楽しい時には「ワクワク」
「ドキドキ」と心情を音で表すことがあります。
また、動物の鳴き声を「ニャンニャン」「ピヨピヨ」と真似したり、雨が降る音を「ザ
ーザー」、状態を「しとしと」と表現し、日常の生活の中で“オノマトペ（擬音語、擬
態語）
”はたくさん使われています。
まだ言葉の意味がわからない小さな子どもに、親は無意識に「犬」を「ワンワン」、
「やわらかい」を「ふわふわ」などと言いコミュニケーションの中で伝わりやすい言葉
を使っています。絵本の中でも「だるまさんが おならをしました」より 「だるまさ
んが ぷっ」の方が音から情景をイメージしやすく、絵の面白さもプラスして子どもは
思わす笑顔になります。
子どもは想像力を膨らませて自在に楽しめる素晴らしい感性を持っています。オノマ
トペ絵本には魅力的なものがたくさんありますので、親子で楽しんでみてください。

「だるまさんが」
かがくい ひろし／さく
ブロンズ新社
初版 2008 年

「ごぶごぶごぼごぼ」
駒形克己／さく
福音館書店
初版 1999 年

「ぴよぴよぴよ」
平野 剛／さく
福音館書店
初版 1987 年

「がたんごとん がたんごとん」
安西水丸／さく
福音館書店
初版 1987 年

「おはなしどんどんたからばこ」さんは、毎月第 4 木曜日 10:30～11:00、東野公民館で乳幼
児と保護者を対象とした「おはなし会」を開催されています。季節やテーマにそった絵本の読
み聞かせ、わらべ歌、手遊び、絵本の紹介などを行なっています。どうぞ！皆さんも参加して
みてください。 一年間「おすすめ絵本コーナー」で、楽しい絵本を紹介くださり、本当にありが
とうございました。

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、パパの子育てへの思いを綴ってもらっ
ています。この度は、水あそびカフェや秋の興動祭でお世話になっている広島経済大学
の職員さんの登場です。

PaPa ぽっけ
子育てコラム（その８）
私は現在、３人の息子たち（小３、小１、２歳）に囲まれて毎日を過ごしています。
子は親の鑑であるとの考えから、一方的な意見の押し付けや感情的になって怒る
ことはしないように気をつけています。
でも、時々気をつけていることを忘れて正反対な行動を取ってしまうときがあります。
今回は、そんなときに気づいた一コマをご紹介したいと思います。
長男がまだ小さな頃、些細な失敗をしました。
その時、少し疲れていた私はその失敗が許せなくて「なぜこんなことをしたんだ！」
と頭ごなしに怒りました。
ところがその時、怒られているはずの息子がにっこり笑って「過ぎたことはしょうが
ないよ」 と言ったのです。
ガーン！

私の中で衝撃が走りました。 過ぎたことはしょうがない。

↓
父ちゃんはイライラしている感情を僕にぶつけているんじゃない？
これからどうしようか考えようよ。
と、今の気持ちを見透かされたような気がしたのです。
イライラを子どもにぶつけてはいけない。
分っているのに忘れていたことに気づかされました。
そのため、私もにっこり笑って 「はっはっは！ 確かにそのとおりだね！ お前はすごい
なあ！」と言って笑い合いました。
子どもに教えてもらった瞬間でした。
子育ては親育てでもあるんですね。
広島経済大学 興動館 山手 貴弘

安佐南区社会福祉協議会 子育てサークル相談事業（令和元年６月～８月）

こんなママ、みんな集まれ(^_^)/
一緒にあそんで、おしゃべりしませんか？
「子育てサークルに行ってみたいなぁ～(^o^)」
「広島に引っ越して来ました！友だちづくりしたいなぁ」
「はじめてのサークル役員です。どうしたらいいのかな？」
日にち：6 月 28 日（金）「七夕かざりをつくろう！」
7 月 23 日（火）「牛乳パックで水あそびおもちゃをつくろう！」
8 月 28 日（水）「大学生のお兄ちゃん・お姉ちゃんとあそぼ！
時

間：

10

時から

14 時まで（時間内出入り自由です！）

ピクニック ランチ タイム （11 時半～12 時半）
希望する方は、会場内にてみんなで一緒に昼食をとることができます。
こどもさん、大人の方の昼食、お茶、レジャーシートを持ってきてね。

場

所： 安佐南区総合福祉センター ５階 ボランティア研修室にて

問合せ： 安佐南区社会福祉協議会

＜電話＞ 082－831－5011

《 “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、グループ活動のお
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「ママの防災知恵袋コーナー」の実施、「親子の絆づくりプログラム“赤ちゃ
んがきた！」の開催協力、ボランティアまつり等への参画など

