
 

 

 

 

 

 

★ 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 

『 新型コロナウイルスなんかに負けないぞぉ！ 』 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

令和２年 ５月 29 日発行         第 72 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 
 

MaMa ぽっけは、子育てサークル出身の母親たちによるボランティアグループです。 

サークル活動の楽しさや子育て仲間のすばらしさを、活動をとおして発信しています。 

 

 

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！ 

 

活動ができない・・・ 

この緊急事態も 

みんなで一緒に乗り越えていきましょう！ 
 
私たちのところに 2 月中旬ぐらいより「感染予防のため、サークル活動は自

粛したほうがいいのかな？」「お別れ会はできるかな？」など、サークル運営

の相談の声が複数届くようになりました。3 月は一年間の活動のまとめの時期

であり、また、新年度メンバーへの引継ぎの時期でもあります。多くの代表さ

んが困惑していることが予想できたので、具体的な声を集めようと「新型コロ 

    ナウィルスによるサークル活動の影響について」アンケートを実施 

しました。一年間グループ運営に携わってきてくれたお母さんたち 

（代表さん）からアンケート用紙にびっしりと綴られたたくさんの 

声が届きました。少しですが紹介します。 

 

・活動場所がないため、今年はお別れ会ができなかった。役員交代もまだ。決めら 

 れず、予定していたことがほとんどできていません。 

・春から活動をスタートすることに不安がある。募集もできず、人数も少ない。 

・役員交代を考える時に交代できる人がいないかもしれない。活動が中止し、新しく 

メンバーを増やすこともできず、子どもは成長し、次のグループ 

にと思っても、役員交代ができるまで、しばらく次のグループ 

に移らず、メンバーを増やしてから交代しなくてはと悩んでいる。 

 

「“新型コロナウイルスによるサークル活動への影響について” 

アンケート集計報告とこれからのサークル活動支援について」は 

MaMa ぽっけホームページに掲載しています！こちらからどうぞ →  



 

MaMa ぽっけと一緒に 

みんなでゆっくり前に進みましょう！ 

 

◆外出自粛制限の中、私たちは「真っ暗なトンネルの中」にいましたね。 

すぐにみんなで集まって、情報交換したりサークル体験会したりできないことがもど 

かしかったと思います。そして、何より小さな我が子と共に、普通に生活することが 

一番大変でしたね。 

◆外出自粛制限が解除され、「トンネルに必ず出口はあるぞぉ！」って感じられるよう

になってきましたか？ まだ、いろんな不安もありますね。 

いろんなこと、ひとりで悩むのは本当にしんどいので旧代表さん、新代表さん！ い 

つでも遠慮なく声をかけてくださいね。「3 つの密（密閉・密集・密接）」や、マスク 

の着用・手洗いの徹底、咳エチケットに配慮した中でできることを一緒に考えてみ 

ましょう。 

◆私たちは今「新しい生活様式」の中で日常を取り戻そうとしています。 

6 月の子育てサークル交流会は、「3 つの密」への配慮が難しいことや、もう少しサ 

ークル活動が軌道にのってからの開催が好ましいだろうという判断で、延期としま 

した。 

そろそろ、活動を考えてみないとなぁ～ 

何から手をつけたらいいんだろう？って思ったら 

私たちメンバーやほかのサークルのお母さんと 

おしゃべりしてみませんか？ 

 

 

ライングループビデオ通話機能を使って！ 

「オンライン MaMa ぽっけ 」を行います。 

詳しいことは、それぞれのサークル代表さんへ案内をおくります。 

 



新型コロナウイルスになんて、負けないぞぉ～！ 

そのためには… 

       ママたちが元気じゃないと、始まらない！ 
 

その１．親子でカラダを動かしてみよう！ 

◆お散歩に行ってみよう 
       娘と 1 時間くらい散歩するのが楽しみです。こんなところに 

公園があった！こんなところにつながってたんだ！って、 

普段車生活なので、発見がいっぱいです。 

◆パパにも登場してもらいましょう 

子どもを大人の足で挟んで、時間内に脱出する遊びです！ → 
ママはそのうちにホッと一息(^^)/ 

◆NHK”テレビ体操・みんなで体操“いかがかな＾＾ 
・せっかく決まった時間に毎日放送してくれているので 

親子でどう？「体操終わったら、10 時のおやつ 3 時のおやつ」 

＜E テレ：毎日 6:25～6:35 総合：月～金 9:55～10:00・14:55～15:00＞ 

 ・また、5～10 分体操するのは長いなぁ～という人は、「座って肩こりストレッチ」 

「座って足のストレッチ」で検索すると、楽ちんな動画がありますよぉ。 

その２．美味しいもん！食べよう！！ 

◆おすすめ冷凍食品 
 自粛生活って、食事が大変。 

冷凍食品が活躍しています。パスタはいろんな味があって、美味しいですよぉ。 

◆テイクアウトでお店を応援！ 
まず、お店探しには Facebook「＃広島テイクアウト応援プロジェクト」がおすすめ！ 

メンバーからのこっそりおすすめ情報 

・緑井デリタス（チキン南蛮弁当・子どもさんと二人で食べれるボリュームです） 

・山本スギタベーカリー（お昼ご飯をなかなか食べない困ったちゃんとママのご褒 

美に美味しいパンはいかがかな。お店までお散歩するとお腹もすきますぞぉ！） 

  ・下祇園駅前のカレー屋さん「Mayur」（平日のランチメニューがお得！こども用の 

甘口もあって、ナンも美味しいです。） 

  ・古市お弁当やさん、パレイヤ DELI（旧店名六角いろり」（手作りのお惣菜が最高！） 

  ・緑井お好み焼きミッキー ・中須とんかつ六白屋 

その３．ピンチをチャンスに・・・今だからできること！ 

◆「手紙」を出してみよう 
 書けたらいいなぁ１と思っても、なかなか普段は書けない「手紙」。 

 遠くに住む友だちに手紙を書いてみました。お返事を待つのもワクワクします。 

転勤しちゃった友だちに子どもさんと一緒に書いてみませんか？ 

◆自分へのご褒美！「鉢植えのお花」を飾りました。 
 普段は枯らしてしまう確率が高いのでなかなか飾らないんですが、お買い物途中 

「フェアリーホワイト」というステキな白い花の鉢植えを見つけ買っちゃいました。

家にいる時間が長くなったので、水をあげながらお花に元気もらってます！ 

◆子どもたちと家庭菜園にチャレンジ! 
きゅうり、ピーマンの苗を購入して育てています。ベランダに植物があると目の 

保養にもなり、いいですよ！収穫も楽しみ! 

◆さぁ！断捨離だ～＼(^o^)／ 
 掃除大作戦！おたからものは、MaMa ぽっけバザーに出しますよぉ～～♪ 

その４．ママの癒しネタ～(^。^)y-.。o○ 

◆温タオルでリラックス 
 濡らしたタオルを固く絞りレンジでチンします。少し熱いかな？と感じる程度に冷まし 

ます。床に仰向けになって冷たくなるまで目の上に載せると疲れがとれます！ 

 

◆広島交響楽団さんの「公響チャンネル」（YouTube） 
「交響楽団員からのビデオレターみんなに会いたくて」 

テレビで知りました。いつもと違う空間が新鮮です！」 

みんなが経験するはじめての非常事態…。 
 

そんな中で、いつも元気でいるなんて、無理にきまってる。 

私たちメンバーも“巣籠りポーク”になり果てて肉体肥大化しちゃったり、 

わかっちゃいるが、子どもたちとダラダラダラダラと時間を過ごしたりしています。 

そんな中で、このページがひとつでも笑顔になれるヒントにつながるとうれしいです。（Ma） 



ちギべはぽ〆〆むん〔ウるギふで

はじめまして。
川内6丁目にある｢こども発達支援センターひゅーるぽん」です。
「ひゅーるぽん」って一度聞いたら、覚えられないけれども、忘れられな
い名前。この名前の由来は⋯、またどこかでお伝えできたらいいな。

せっかくのお散歩日和の続く春だったのに、外出のままならない育児は
大変でしたね～。
お子さんにとって、ママとたっぷり遊ぶ時間がとれるのはとってもいい

ことだけど、年齢が上がってくるとおともだちの動きや遊びにも興味が広
がっていきますね。
そんなときにおすすめなのが、地域でちょっとした時間に集える子育てス
ペースやサークルです。ママも少し気を抜いて（笑）、お子さんをみんな
の目で見守ることのできるこの時間と空間は、これまでもたくさんの育児
を応援してきました。

でも、そんな子育てに、悩みはつきものです。家族だけで悩むよりは、
周囲の人にどんどん相談してみましょう。
もちろん、ひゅーるぽんでもさまざまな子育ての相談に応じています。
また、隔週ですが子育てサロンも開催しています。
一回の電話やメール相談ですっきりすることもあれば、少し時間をかけ

て様子を見たり、一緒に考えたりしながら解決を考えることもあります。
ママやパパが悶々と悩んでいる時間をできるだけ少なくし、笑顔でかか

われる時間を早く戻していくことがこどもの成長にプラスになっていきま
す。
みんなが笑顔で子育てできる地域に！！ひゅーるぽんも応援しています。
気になったらぜひ一度「ひゅーるぽん」を検索してみてくださいね。

認定NPO 法人ひゅーるぽんこども発達支援センター
安佐南区川内6-28-15
電話：082-831-6888　　　メール：kodomo@hullpong
ひゅーるぽんは、児童福祉法で定められた児童の成長を支援する地域の中核施設です。

おとなしタイプちゃんも元気いっぱいタイプちゃんも、みんなで一緒に楽しめるあそびのヒントを
紹介していただきます。まずはひゅーるぽんさんのご紹介からです。よろしくお願いします(^^)/



MaMa ぽっけメンバーによるリレートーク 

子育てサークルからの 

おくりもの 
社会的に孤立することなく、世代を超えて、住み慣れた場で、 

生き生きと暮らすことができる「地域共生社会」の実現を今、 

国・県・市町が目指しています。私たちがかかわる“子育て 

サークル”の活動は、地域の中でとっても小さな点の活動ですが、昭和・平成・

令和と継続してきたからこその成果は大きく、小さな点は線となり、支えても

らっていた人がいつのまにか支える人に変わっています。当人はそんなこと気

づいていないかもしれないけど、これぞ、地域共生社会なのではと感じます。

そこで、今回からは MaMa ぽっけメンバーによるリレートーク「子育てサーク

ルからのおくりもの」をスタートします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆子育てサークルに行っていた頃の一番の思い出はなんですか？ 

 一番覚えているのは、カレンダーや手帳に予定が入るようになった喜び！ そし

て、はじめて足を運んだ公民館、そこは我が子にとって“公民館サンタさん”が来て

くれたかけがえのない場所となりました。クリスマス会の準備を頑張りすぎて、訳

がわからなくなったりしたのも、今思えばいい思い出かな。 

◆サークルを卒業し、あなた自身にとってあの頃のことが役立ってるなぁと思

うことありますか？ 

 サークル活動をスタートした時に「みんなで子どもたちを見合いっこすることは

立派なボランティア活動です！」と区社協の職員さんが話してくれた。それは自分

ができることを見つけるきっかけとなり、それがスタートで幼稚園の役員に仲間と

一緒になった。その時、園長先生が「先生たちは仕事として子どもたちのために最

善をつくすのはあたりまえ、園のすべてのこどもたちのために役員さんや保護者の

方が活動してくれることには感謝を忘れてはいけない！と先生たちに伝えている」

と話してくれたことが、なんだかうれしかった。たくさんステキな人に出会うこと

ができました。今、伝える人になれたらいいなと思ってます。 

（さかちゃん（長女 33 歳・長男 30 歳・二女 27 歳）） 



安佐南区社会福祉協議会 子育てサークル相談事業（令和2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？」 
 

「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針 
イベント等の開催について」の基本方針に基づいて、次のような形で実施します。 
 

日にち： 6/2３（火）・7/28（火）・8/25（火） 

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 
時  間： 午前の部（10 時から 11 時半まで） 

午後の部（12 時半から 14 時まで） 入れ替え制です。 

定  員： 午前の部、午後の部 それぞれ 親子 4 組 
<事前申込制＞ 

   午前の部、午後の部どちらかを選んで、電話でお申し込みください。 
 

申込・問合せ： 安佐南区社会福祉協議会 
 ＜電話＞ 082－831－5011 

※残念ですが、ピクニックランチタイムはありません。（マイドリンク持参してね！） 

当日朝 8 時半現在、１つでも警報が発表されていたらサロンはお休みします。 

 

 

 

 

 

 

《 MaMa ぽっけの活動内容の紹介 》 

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 そのほか、子育て世代への防災情報発信「ママの防災知恵袋」を様々な催しで展 

示をしたり、はじめての子育てママの仲間づくりとして「親子の絆づくりプログラム 

“赤ちゃんがきた！（BP1）」開催応援しています。 
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