
 
 

★ 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 ★ 
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令和２ 年 3 月 17 日発行 第 71 号 

 

 
子育て・サークル応援グループ 

MaMa ぽっけ 

＊サークル通信＊ 

 
＜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 

http://mamapokke.cho88.com/


MaMaぽっけの活動紹介 
12/21 のんたんランドさんと 

おじいちゃん・おばあちゃんたちのクリスマス会へ 
 

山本学区社協さん主催「いきいきサロンクリスマス会」へ、安佐南区社協さん

とMaMaぽっけで橋渡し役を務め、祇園西公民館で活動するのんたん 

ランドあひる組・うさぎ組の親子さんと一緒に参加してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いきいきサロンって・・・？ 

 

地域のお年寄りが参加し、定期的

に集まることで顔なじみの輪を広

げ、いきいきとした楽しい生活を送

ることを目的として、学区社協さん

を中心として運営されています。 

お年寄りの会に 

どうしてサークルさんが・・・？ 

 

同じ地域で暮らす人同士、ありそうで

ないお互いが出会う場…。 なんとか、

そんな機会をつくることができないだろ

うか？と、安佐南区社協さんから提案が

あったのがはじまりでした。 

世代を問わず楽しめるクリスマス会を

そのきっかけにして、準備がはじまりま

した。 

クリスマス会では 

どんなことしたの・・・？ 

 

15分間の持ち時間をいただき、

みんなにお馴染みの「アンパンマン

のサンサン体操」を親子で披露して

きました。体操を終え、会場のみん

なで「赤鼻のトナカイ」を歌ってい

ると、なんとそこにサンタさんが登

場、子どもたちはプレゼントをもら

いみんな大喜びでした。 

ステージの上で体操をしたり、立っているだけでも可愛い子どもたち、参加者の

おばあちゃんにご褒美の“アンパンマンメダル”を渡していただくと会場はみんなの

笑顔でいっぱいになりました。この会をお世話してくださっている地域の方々に、子

育てサークルについて知っていただく貴重な機会にもなりました。「どうしたら、この

会にママたちが参加しやすいか？」一緒に考えてくれたのんたんランドの役員の皆

さん！ありがとうございました。次の交流につながるといいなぁと思っています。 



2/4 いちごミルクさんと 
「防災教室ひろしまJプログラム」を体験！ 
 

12月2日「安佐南区子育て支援者研修会～みんなで支えよう！子育て世代の

防災～」にて、MaMaぽっけがこれまで取り組んできたことをお伝えする機会をい

ただきました。この研修会をきっかけに、早速サークル活動時に「ちょっと防災に

ついて考えてみる」場をいちごミルクさんと一緒に企画してみました。 

 

 

 

 

 

 

＜メンバーの皆さんがその後どうしたか？など、感想をくださいました！＞ 
◆ 防災について、普段考えもせず過ごしていると考える機会になりました。 
家族とどう連絡を取るか？話をしたり向き合って考えることができました 

◆ 家族で取り組んだ方がいいと思っていても先延ばしにしてしまってまし 
た。危険個所や避難所などちょっとした気づきで、子どもと散歩しながら 
も見る景色が変わった気がします。 

◆ 必ずしも家族と一緒にいる時じゃないし、外出中かもしれないし、たまた 
ま美容院に一人で行ってる時かもしれないし。と思うと普段から私だけじ 
ゃなくて家族としっかり話し合っておくことが必要と思った。 

◆ グループで話し合ってみてほかの人の考えも分かってよかった。普段平和 
に暮らしていると危機感が無いなと感じた。 

◆ いろいろな事案を考える中でまずは最低限の食料 
  や防災グッズを分かる所に置いておく必要がある 

とわかり、準備をはじめました。 
 

 

 

Jプログラムってどんなことするの・・・？ 

 子どもさん同伴でもできる60分ほどのプログラムです。

シートやカードを使い、話し合いながら「防災について、

何かちょっとやってみようかな！」と思い、考えるきっか

けになります。（広島県とひろしまこども夢財団が共同で作成し

た子育て世代向け防災プログラムです。） 

うちのサークルでもやってみたいなぁ！ 

 MaMaぽっけのメンバーにどうぞ相談してくださいね。

進行役と子どもたちの見守り役のメンバーが調整できれば

伺います。いざという時に役立つ楽しいあそびの紹介つき

です(^^)/（写真：タオルやバンダナであそんでいます！） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/31 プチサークル交流会を行いました！ 
     11 サークル（タッチケアサークルもみじ（古市）・カムカム・いちごミルク・わくわく kids・親子幼稚園ひよこ組 

グリーンキッズ・Mrs.Children・はらっぱ・あっぷっぷ・のんたんランドあひる組・のんたんランドひよこ組） 
17 組の親子さんが集まりました。熱気ムンムンの様子を報告します！ 

今日の収穫！ 「サークル運営で役にたちそうなこと」 
 

●○次年度の役員をどうやって決める？○● 
・次年度継続する人で話し合いをもつ（明るい雰囲気が大切！） 

・次年度の役員決めは「何となくこの人ならできるかな？」と見極める。 

・次の役員を決めるのに、毎年くじをしているみたいだけど、「私代表するから、会計やってく

れる！」などみんなで仲良くなってそんなふうに役員が決まると素敵だなぁと思った。 

・役員は一年じゃなくてもいいんだぁ、半年という期間にしてみる。 

・代表がどうしても決まらないときはわりきってくじびきもいいと 

思った。 
 

●○メンバーを集めるのにどんな工夫してる？○● 
・直接声をかけるのが効果的 

・声をかけるときに、サークル紹介のチラシを配る 

・公園でナンパ 

（その時はサークルの名札をつけると怪しくない（笑）） 

・園庭開放（幼稚園）や、赤ちゃんサークルや教室で声をかけたり、チラシを配る。 

・体験会を行うといい（リトミックなどイベントをつけるのもいい） 
 

●○みんなでサークル活動を楽しむためには？○● 
・サークル内のイベントやどんなことがやりたいか？はアンケートをとってみる。 

・メンバーをグループで分けて、やりたいことを決めていく。 

・ママの一芸を披露（ママの得意なことを活かしてもらう） 

・予定表をつくり、来年度も参考になるようにしてみる。 

・月にやることや持参物、月の手あそびうたや歌を紙に書いてみんなに配る 

・サークル活動時に子どもたちが活発に体を動かせる活動が魅力的 

・サークルの中にもいろんなタイプのお母さんがいることを知れた。ポジティブにとらえたい。 

・もっとサークルのメンバーと仲良くしようと思った。 

MaMa ぽっけメンバーも考えてみました！ 

今日の残念！ 
「もっと聞きたかったこと」 

 

●○サークルを運営するのに必要なことって、どんなこと・・・？○● 
子育てサークルは、「みんなで一緒にあそんだり、親子で友だちづくりをする」ことを目的と

した立派な地域活動です。 だから、会場使用料が減免されたり、地域から活動助成を受けて

いるグループもあると思います。 メンバー募集したい時に、地域のオープンスペースや公民館

でポスターを掲示できたり、お引越ししてきた親子さんへ保健センターや社会福祉協議会か

らサークルの紹介がしてもらえるのです。 そのために、年度替わりには代表連絡先等につい

て関係団体に登録手続き書類を送ることが必要になります。また、子育て世代向けの講演会

や催しの情報なども届けていただけます。 

また、そのほか直接活動に必要なこととして、「活動場所の予約」「活動予定（日時・持参物 

等）をメンバーに伝える」「活動内容を考える」「メンバーを集める」ことがありますね。 

 

●○代表・役員さんに負担にならない運営って・・・？○● 
「我が子と一緒に外出するだけで精いっぱいなのに、みんなのお世話をするなんて！」「くじ

を当てちゃいました！」 と、想定外で役員になっちゃったりスタートはいろいろだと思いますが、

「頑張りすぎないこと！」が一番です。 「頑張りすぎないって、どうするの？」そんなときは、あそ

びネタサロンやサークル交流会に来てみて下さい。あなたのサークルにあった方法を一緒に

探しましょう。 きっと肩の荷が軽くなるはずです(^_-)-☆  

また、具体的な方法として・・・ 

① 代表さんは、関係機関に名前を登録してくれること、関係機関との窓口が大きな役割だ 

と思います。 会場予約、活動内容の調整などは、みんなで分担できるといいですね。 

② メンバーみんなで、小グループを作り、そのグループごとに月行事の活動内容を決める 

 

●○サークルの楽しさや取り組みをたくさんの人にしてもらうには・・・？○● 
やはり口コミが 1 番。公園やあそびネタサロンなどで、直接声をかけチラシを渡すとサーク

ル体験へと繋がることが多いようです。 MaMa ぽっけでは、出張あそびネタサロンとして、地

域のオープンスペースさんにサークルの紹介へ行っています。どうぞ、そんな場も利用してね。 



 

 

 

 

 

 
 

昨年 6 月のサークル交流会では、浜脇整形外科リハビリテーション 

         科理学療法士山沖先生から、楽しい親子体操を教えていただきまし 

た。昔は「遊ぶ」を通して自然と身につけていた“身のこなし方”。社会の環境の

変化があり、子どもたちはこの身のこなし方を十分に発達させづらく、ぎこちない

動きから、ケガにつながることがあるそうです。そんなことをちょっと頭において、み

んなでからだを動かしてみませんか？  

 

交流会でみんなと体験した「ふれあいあそび」を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんな知ってるかな？ あそび方は、youtube の動画で検索してみてね。 

足の上に子どもさんを抱っこして、子どもさんの体を揺らしてあげることも、子ども

さんのからだづくりにつながるんだそうです。また、サークルのはじまりで楽しむと、

ちょっとドキドキしている子どもさんの緊張もほぐれていく効果もありますよぉ～♪ 

みんなで元気なからだをつくろう！ 

 

おやこで“体操あそび！” 

バスにのって （作詞・作曲： 谷口國博） 

① バスにのってゆられてる ゴーゴー       

バスにのってゆられてる ゴーゴー         ② バスにのってゆられてる ゴーゴー 

そろそろ右にまがります ３２１ギィー          バスにのってゆられてる ゴーゴー 

そろそろ左にまがります ３２１ギィー 

③ バスにのってゆられてる ゴーゴー 

バスにのってゆられてる ゴーゴー 

そろそろでこぼこ みちです ３２１わぁ～あ～ 

 

④ バスにのってゆられてる ゴーゴー 

バスにのってゆられてる ゴーゴー 

そろそろとまります ３２１ギィー 「とうちゃく！」 

 



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もらっ

てきました。この度は、いつもお世話になっている 安佐南区社協事務局長さんの

登場です。お忙しい中、2年間このコラムにご協力くださったお父さんたち、本当に

ありがとうございました。 

 

PaPa ぽっけ 
子育てコラム（その11） 

 

ご近所など、人と人同士による『ふれあい・たすけあい・ささえあい』を
すすめています安佐南区社会福祉協議会で事務局長をしています。  

MaMaぽっけのみなさんには、日頃より、「子育てグループの支援、子育
て支援講座、安佐南区子育てサークル交流会、あそびネタサロン、出張あそ
びネタサロン」など、たくさんの“子育て”を通して行われている取り組み
が、気付くと『ふれあって、たすけあって、ささえっている』ことに結びつ
いています。このような取り組みは非常に大切で、核家族化が進む中で、孤
立化・孤独化も同時に生まれ、これらの取り組みがあることで、他人事では
ないことにも気づかせてくれます。  
さて、４７歳の私も小学５年生と保育園年長の 2 人の父親です。平成３０

年７月には我が家も災害にあったことで、子どもたちとの触れ合い、ご近所
同士で顔と名前の一致する関係づくりが大切であることをこれまで以上に痛
感しました。日頃は時間が無いのが悩みですが、土曜日や日曜日の仕事に子
どもを連れていくこともあります。ある学区社会福祉協議会会長には「今日
もよく来たね」と声をかけていただくこともあります。社会福祉協議会では
そのようなことができる環境で、気付くと夫婦のたすけあいになっていると
私自身は一方的に感じています。  
歴史好きの長男、それをマネしようとする次男。 
日々ふたりが成長していること実感。 

安佐南区社会福祉協議会 石田 浩巳 



安佐南区社会福祉協議会 子育てサークル相談事業 （2020 年 3 月～2020 年 5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： ３月 24日（火）「牛乳パックであそぼ！」 
４月 28 日（火）「新聞紙であそぼ！」 
5月 26 日（火）「ビニール袋であそぼ！」 

 

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。 
ピクニックランチタイム中は、簡単工作コーナーはお休みしています。 

 

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 

※ 当日朝8時半現在、ひとつでも警報が発表されていたら、 

安全確保のため、あそびネタサロンはお休みさせていただきます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

《 “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 

 

3月は残念ながら中止になりました

 


	こんなママ、みんな集まれ(^_^)/

