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 ★
秋号
『新しい生活様式の中でも、子育てサークル活動を楽しもう！』

令和２年 ９月 １日 発行

第 73 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。

MaMa ぽっけは
コロナ禍の中で、がんばる
ママたちの仲間づくりを応援しています！
◆6 月 29 日「親子ふれあい広場」in 祇園西公民館
「ステイホーム」でたまったストレスを親子で解消できたら…

そんな地

域の催しのお手伝いをしてきました。暑いぐらいのお天気でしたが、広いホ
ールと涼しい研修室でのゆったりとしたスペース、外出を我慢していた親子
さん 12 組が楽しそうに過ごされていたのが印象的でした。コロナ自粛疲れ
でママ達もおしゃべりしたいことがいっぱい！

また、公民館で活動されて

いる子育てサークルにも興味を示される方
が多かったです。サークルメンバーさんも
参加くださっていたので、サークルについ
て直接お話を聞く機会ができたのは、とっ
ても良かったようです。新しく役員になっ
たというのんたんランドのお母さんたち、
ありがとうございました。

◆7 月 9 日「サークル体験会」in ひろば KUSU-KUSU 祇園
8 組の親子さんが、３密を避けるため半分ずつに分かれてお部屋に入って
もらい、サークルポスターを見たり、サークル体験として手あそびや大型絵
本を楽しんでいただき、その後質問タイムとしました。「サークル活動で、
ママ同士で会話することを上手くできるかな？」という 0 歳児のお母さん。
4 月にお引越しされたお母さんは、
「引越し前のところは、オープンスペース
はあったけど、子育てサークルってなかった。サークルってどんなことして
いるんですか？」と。
「サークルって、お休みしても大丈夫なのかな？」
「も
うすでに仲良しグループができていたら入りにくいですよね」など、心配ご
とをたくさん尋ねて下さいました。サークル活動は見学ができることや、体
験会もあることをお伝えし、0 歳児さん対象のグループもあることも紹介。
気になるサークルさんのポスターを写メったり、じっくりみてくださってい
る様子が印象的でした。最初はドキドキするよね～～。私たちも最初はそう
だったのでそんな体験もお話しました。みんなにあったグループが見つかる
といいですね。私たちと一緒にサークルについて情報提供
してくださったあっぷっぷさん、ありがとうございました。

◆8 月 19 日「カムカム夏まつり＆サークル体験会」
サークル体験会の応援依頼があり、メンバー2 名が行っ
てきました。カムカムメンバーさんは 6～7 組。体験の方も
15 組さん来られていましたよ。ママパパ子ども 3 人連れの方もありました。
ステキですね。
輪投げ、魚釣り、くじ引き、玉入れ、お面作り、ヨーヨー、新聞ビリビリ
遊び、たこ焼き、カキ氷、アイスクリーム、ポテト（折り紙、綿などでリア
ルに作られていました）写真撮影コーナーなどが準備され、甚平を着て居る
子どもたちも沢山居て、とても楽しい夏まつりでした。
最後には代表さんが大型絵本「ぴょーん」を読んでくださり、サークル活
動の説明もバッチリされていました。皆さん、お土産を沢山もらい、笑顔で
「とても楽しかったです」「また参加
します」と帰られる方が多く、かなり
カムカムさんに繋がったんじゃないか
なと思います。
「サークルママ達は凄い
なぁ～」
「若いっていいなぁ～」と
つぶやくメンバー2 人でしたとさ。

カムカムさんにも聞いてみました！
◆“カムカム夏まつり＆サークル体験会”をやってみて、よかったことは？
サークル活動内容を知ってもらう機会ができたことや、
現在お祭りが軒並み中止になる中、子ども達にお祭り
気分を味わってもらえたことです。
◆サークル体験会としての効果はいかがですか？
今のところ、サークル加入にはつながっていませんが、
これから連絡をいただけるといいなと思っています。

サークル気分を多くの親子さんに
体験してもらいたい！というメンバ
ーさんたちの思いをカタチにされた
カムカムさん、ステキですね。
この思いがサークルに入ってみた
いなぁと思っている親子さんたちに
届くよう MaMa ぽっけもサークルさ
んと一緒にがんばるぞぉ～オォ！！

新しい生活様式の中で知恵を出し合って、こんな活動しています～♪

MaMa ぽっけの活動紹介です。
その１．延期になっていた・・・

その３．私たちは、「８．２０土砂災害」を絶対に忘れない！
紙芝居「なっちゃんのランドセル」

子育てサークル交流会 を開催します！
新型コロナウイルス感染症対策を行いながらのサークル活動は、なかなか思うようにいかない

私たちは、私たちが暮らすまちで、2014 年「広島市 8.20 土砂災害」を経験しま

と思います。そんな中で、「みんなはどんな工夫をしているのかな？」 と、情報交換をしたり、コロ

した。一人の母親として、守るべき小さい愛しい命がそこにあるのに、何も備えをして

ナ禍の中で、楽しめる親子遊びの工夫について、 子ども発達支援センター ひゅーるぽん 保育

ないという焦り。もしものとき、我が子を抱えて自分が出来ることは何なのか、不安で

士川口明美先生に、親子あそびを紹介していただきます。 感染拡大対策に配慮した開催となっ

いっぱいになりました。 まず、その不安な気持ちを母親同士で話し合い、次に学び合

ています。 各サークル代表さんにご案内を送付していますので、そちらをご覧になって、申込みく

える場をつくり、そして、学んだことを「ママの防災ぽっけ」冊子としてまとめました。

ださいね。

私たちはその冊子を人から人へと手渡しすることを大切にしてきました。
時間の流れと共に、「ママの防災ぽっけ」だけでは伝えられないことがあり、あの出
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令和 2 年 9 月 14 日（月）10 時から 11 時半まで
古市公民館（古市 3 丁目 24－８）
子育てサークルに参加している親子 12 組（代表者さんに限りません）
令和 2 年 9 月 28 日（月）10 時から 11 時半まで
祇園公民館（西原 1 丁目１３－２６）
子育てサークルに参加している親子 8 組（代表者さんに限りません）

※両日とも同じ内容です。どちらか 1 日を選んでください。1 グループ 2 組まで参加可能です。

来事を「絶対に忘れない！」ために私たちができることはなんだろう・・・と、考えるよう
になってきました。
そして、新たな仲間と共に、スタートした紙芝居づくり。 完成間近な紙芝居「なっち
ゃんのランドセル」 が、ここにあります。 このお話の原案は、あの災害で愛しい二人
の我が子さんが犠牲になったお母さんが書いてくださいました。 最初に私たちは、彼
女が体験されたことを聞かせていただく機会をもちました。 彼女が話してくださった
ことに感謝し、それぞれの思いを、言葉を探しながら出し合い、何を紙芝居で伝えた

その２．ちょっと間隔とりながら、みんなでワイワイ！

いのか、時間をかけて話し合っていきました。

「あそびネタサロン」

をイラストで表現することは本当に大変な作業でした。 コロナ禍の中、子どもたちは

から・・・。

あそびネタサロンには、サークルメンバーさんがあそび

絵を描くことが大好きな 3 人のお母さんがイラストを担当しました。 みんなの思い
休校・休園となり、みんなで集まり一緒に作業をすることが難しい時期もありました。
自粛生活を体験する中で、人のつながりと命の大切さをあらためて感じることがたく

ネタを探しに来たり、お引越し後のお母さんが地域のこと

さんありました。

を知りたく情報を探しになど、いろんな親子さんがあそびに来てくれています。「サークルに入って

そんな様々な思いが詰まった紙芝居です。

みたいけど、ほかの親子さんと上手に友だちになれるかな？」「サークル体験に行ってみたけど、

これから、多くの親子さんにみていただける

なかなか次の勇気がでなくって・・・」と、お母さんたちはあそびながら、私たちメンバーに思いを

ように、知恵を出し合っていこうと思っています。

話してくれます。 メンバーもみんなドキドキしながら、サークルに入った経験をもっているので、そ

皆さん！ いつかご覧になってみてください。

の気持ちが痛いほどわかります。 あそびネタサロンの場が、ママたちとサークルさんの橋渡しの
場になるといいなと思っています。
9 月からの予定は裏表紙に！ みなさん、あそびに来てくださいね。

ママたちの力作です。
紙芝居「なっちゃんのランドセル」

「みんなが笑顔で子育てできる地域に！」と、安佐南区で活動されている“ひゅーるぽん”さん
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サークル活動のヒントをお届けしてくださいます！

こんにちは！！ひゅーるぽんです
長い梅雨に、暑すぎる夏、そしてコロナ・・・
今年はほんとに出歩けず季節の移ろいも感じにくい毎日ですね。
子育ても「巣ごもり育児」になりがちですよね。
パパたちがマンモスを追いかけて狩りをしていた原始時代。ママたちは「共
同養育」が主流で、出産後すぐに周囲のママたちと一緒に子育てをし、煮炊き
をし、留守を守っていたそうです。母乳もシェアしてたとか。
その時のDNAが今も受け継がれているとのこと。いまだに女の人がコミュニ
ケーション能力が高く井戸端会議が大好きなのも、実はこのDNAの影響だと
いわれています。
さすがに今のパパたちはマンモスは追いかけませんが（笑）、お仕事にでか
けている間、お家にこもって、たった一人で子どもと向き合ってイライラする
のは実は当たり前なのです。
DNAに刷り込まれている「共同養育」という子育てのあり方が、今の社会で
は難しく、機能しなくなっていることがそもそもの原因で、ママのせいではけ
っしてありません。
子育てサークルはまさに原点回帰。原始時代から行われていた「共同養育」
をあらためてやり直しているものだと私は感じています。
ひゅーるぽんの子育てサロンでも、こどもたちが走り回る姿を見守るだけで優
しい眼差しを向けているママたち。一緒に子どもを見守る安心感があるのでし
ょう。そしてそれはきっと原始時代のママたちも同じであったはず。
まだまだ感染予防は必要ですが、みんなでつどえる時間を大切にしていけた
らいいなと思っています。
（ひゅーるぽん保育士

川口あけみ）

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62815
電話：0828316888

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

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
“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。 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。メンバーみんな
でそんなきっかけとなった出来事をあらためて、振り返ってみることにしました。

◆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？
OB メンバーさん達も一緒だった大人数での“夏祭り”。OB さんが、たくさん準備
をしてくださり、当日もすごく盛り上がって今でも忘れられない とっても楽しか
った思い出です。
（その時の OB さんは今、MaMa ぽっけでご一緒しています！）

◆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？
「人前で話すこと」
・・・ 元々 自分は大人数の前に立って話すことが苦手だっ
たのですが、サークルの代表を経験させていただいたことにより、多少の度胸がつ
いたような？！ ありがたい経験をさせてもらったなぁと思います(^^;
（ぐっちゃん（中 2 の娘、小 6 の息子、小 3 の双子の娘 2 人）
）

◆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？
みんなで楽器を鳴らしながら歌を歌ったりケーキを食べたり…クリスマス会は
一番の思い出です。また、子どもたちだけでなくママたちも発散！と開催した親子
風船バレー大会は想像以上に盛り上がり絆が深まりました。

◆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？
サークルでの大変でも楽しかった役員活動のおかげで、小中学校での役員活動も
保護者同士の交流を楽しみながら取り組めました。微力でも誰かの役に立てるって
素敵…

と MaMa ぽっけ活動に参加。さらに友の輪が広がりました！
（おかちゃん（長男 大 1、長女 中 3 ）
）

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9月～11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：

９/29（火）・10/27（火）・11/24（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5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。

◆みんなで災害から命を守ることを考える…そんなきっかけに！

紙芝居「なっちゃんのランドセル」タイム
◆申込・問合せ： 安佐南区社会福祉協議会

をサロンの中で行います。

＜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。

