
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★ 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 

『サークルのみんなで冬の寒さを吹き飛ばそう！！』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

令和 ２年 １１月 ２５日発行 第 74 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 

 
子育て・サークル応援グループ 

MaMa ぽっけ 

＊サークル通信＊ 

http://mamapokke.cho88.com/


延期になっていた 「子育てサークル交流会」 

開催できてよかったね。 

みんなでおしゃべりできて、よかったね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆9/14・9/28「安佐南区子育てサークル交流会」 

その１．何してあそぼうかな？ あそびの紹介タイム 
子ども発達支援センターひゅーるぽん 保育士 川口明美先生による「コ

ロナ禍の中で、みんなで楽しめる親子あそびの紹介・体験タイム」では、タ

オルでお母さんと綱引きをしたり、紙皿にペットボトルのフタを貼ってのコ

マ回し、お家でも楽しめるしサークルでのネタにもなります。レベルの高い

あそびは、サークルに持ち帰ってすることはなかなか難しい 

ですが、誰でもすぐにできて楽しめるあそびは、サークル 

活動にとって本当に魅力的ですよね。ふれあい遊びは馴染 

みのあるものが多く私も唄を口ずさみながら癒されました。 

 

その２．みんなどうしているのかな？ おしゃべりタイム 
コロナのため活動がしばらくお休みになり、現在メンバー集めに苦労され

ているというのが皆さん共通の悩みのようでした。今は新聞をとる家庭も激

減しており「公民館だより」なるものが家庭に届かなくなっています。サー

クルを知らない人にどうやってサークルを知ってもらうか、サークルに参加

していたときからずっと私自身考えていたのですが、今日あるサークルさん

が「Instagram をしている」「新規のひとから DM で質問がきたりして入会に

繋がっている」というお話を聞き、時代にそって変化しててすごいな、と思

いました。メンバーが入れ替わる子育てサークルでは、なかなか SNS を管理

し続けることは難しいですが、勉強になりました。 

また、サークルがない日の家での過ごし方に悩まれている方も多かったで

す。制限の多い今年は特に、サークル活動に対しての支援だけでなく、育児

全体に関しての情報提供の必要性も感じました。 

「何か困っていることはないですか？」のテーマで、全員の

困っていることがお聞き出来てよかったです。時間の都合

でなかなか解決まで持っていけなかったですが、それぞれ

のサークルさんの様子が聞けたことでヒントが見つかった

かな～。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナになんて負けないぞぉ！ 

サークルさんたちもがんばってます。 

活動のお手伝いに行ってきました。 

◆9 月 17 日「ふたりっこ」さん、サークル体験会 
 みんなで運動会。「フラフープでケンケンぱぁ」「ハイハイレース」「お母

さんたち手作りの段ボールの飾りに向かって玉入れ」「ゴールテープに向か

ってかけっこ」子どもたちみんな楽しそう！ 

みんなでみんなの子どもを見合いっこ 

されていい雰囲気で活動されておられる 

サークルさんだなと思いました。 

運動会の後はママたちの交流タイム。 

体験会参加のママたちも楽しそうに 

おしゃべりできてよかったです。ふたごちゃんの輪、広がったかな。 

ママたちがおしゃべりタイム中、子どもたちは新聞紙あそびを楽しみまし

た。川口先生がステキな“ほうき”を作ってくださり、みんなでお掃除ごっ

こが始まりました。新聞紙をまるめるだけで簡単にできるボールも大人気で

した。 

2 回の交流会、トータル 10 サークル 16 組の親子さんが参加してください

ました。地域子育て支援センター・古市公民 

館・祇園公民館・区社会福祉協議会の皆さん 

には、計画の段階よりご一緒させていただき 

ました。サークル活動の理解者が増えること 

は本当にうれしいことです。ありがとうござ 

いました。 

◆11 月 10 日「グリーンキッズ」さん、ヨガ体験 
サークル活動でヨガ体験、MaMa ぽっけメンバーで見守りに行ってきまし

た。いつもの活動場所で、ヨガをしているお母さんが見えるところでの見守 

りだったので、子ども達は安心した様子でおもちゃで遊 

び、お母さんのところに行ったりきたり楽しそうでし 

た。お母さんたちはヨガを楽しめて満足そう！ママたち 

の癒やし体験のお手伝いができて良かったです。 



どうする? 今年のクリスマス会・・・ ( ..)φメモメモ 
「今年は飲食が厳しいかな～と思ってて、何か簡単な遊びをなんにしよ～って悩んでます！ 簡単で楽しめることってなんだろう？？」 

サークルさんのクリスマス会経験が、10 年以上前になってしまうメンバーから記憶に新しいメンバーまで、いろいろですが、ちょっと聞いてみました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「コロナ禍の中で工夫しながら 

できることって・・・？」 
◆ポイントは換気ですよね。 

換気しながらの室内遊びだと、じっとしてると寒いので、体

を動かす遊び・ゲームを取り入れたらどうでしょうか。例え

ば… 2 チームに分かれて、段ボール箱に紐をつけて作った

ソリに、プレゼントを乗せてリレー対決！ 

◆音楽があるとワクワクしてきます！ 

クリスマスソングに合わせてみんなで手作り楽器を鳴らす

（紙皿とペットボトルキャップでカスタネット、ペットボト

ルに豆や米を入れたマラカス等） 

◆思い出はやっぱりサンタさんとの写真撮影！ 

クリスマス飾りをドングリ、廃材などで作って飾り、サンタ

さんと一緒に写真撮影！マスク姿もいい思い出になるかも

しれませんね～～。クリスマスプレゼントは、みんなでおそ

ろいのマスク（ママでも子どもたちでもどちらでも OK）なん

ていうのもより思い出になるかな。 

◆クリスマスは特別の日！お菓子のプレゼントは一番う

れしいですよね。袋詰めお菓子をくじ引きやゲーム形式でゲ

ット！等のイベントで盛り上げるのはどうでしょう。 

 

MaMa ぽっけメンバーに聞いてみました(^^)/ 

「そもそも、サークルでのクリスマス会ってみんなどうしているのかな・・・？」 
 

◆毎年クリスマス会は 2 週連続で計画し、昨年は 1 週目は製作で、秋に公園遊びや動物園に遠足に行った

ときに、どんぐり、松ぼっくりを集めておきます。それらを使ってクリスマスかざりつくりをしました。

(松ぼっくり、どんぐりは白い虫が出てくるので、必ず煮沸もしくは冷凍して乾かしたものを使います)  

2 週目はクリスマスぽい仮装をしてきて(サンタ帽や、サンタの衣装を無理ない範囲で)、少し遊んで(落ち

た、落ちたなどの手遊び)、誰かがサンタになって子どもたちにプレゼントを渡して、記念撮影して、ちょ

っといいお菓子とジュースをワイワイ食べました(^○^)♪ 

◆やっぱりメインはサンタさんの登場！ 社協さんから借りたサンタ服で、誰かに頼んでサンタさんをし

てもらってました！地域の方や、サークル OG さんなど…。親も子も、盛り上がりますよー！ サンタさん

に扮する方の演技力でノリノリサンタさんが登場したり、子どもたちのいろんな反応が可愛いですよぉ。 

◆ケーキは、スーパーのパンコーナーに売っている(5～6 個入り)の安いマドレーヌ型ケーキを購入し、ク

リスマス会当日に、各自でホイップ＆フルーツでデコレーションしてクリスマスらしく豪華バージョンの

ケーキをみんなで食べました。 

◆プレゼントは子どもにはもちろんのこと、「いつも家事や育児に頑張るママへ☆」と 

メッセージ付きでママにもサプライズプレゼントがありました！ ママも楽しまなくっちゃね。 

安佐南区総合福祉センター長(医務監)奥野博之先生に「サークル活動での会食で気をつける 

こと」を教えていただきました。サークルに通う子どもたちの年齢はマスクの着用が難しいです。また、子どもたちは 

なめたり、なすったり、さわったりします。そんな時こそ、感染対策の基本事項を大切に！「飲食時も密にならない（1～2ｍ）」「換気をする(一時間に 5.6 分は必要)」「大人も子どもも、

食後の手指の消毒をしっかりすること」だそうです。また、サークルさんからのアイディアとして、親子 1 組 1 枚ピクニックシートを持ち寄り、遠足気分で間隔をとり、簡単なおやつをし

ているそうですよぉ～。正しい知識を知って皆さんで共有し、恐れ過ぎず活動できるといいですね。 みんなで楽しいクリスマス会ができますように、祈ってます(^^♪ 



「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 

 

だんだん寒くなってくると、大人は外に出るのが辛くなりますが、こども

たちは元気いっぱいですね。 

ひゅーるぽんに通うこどもたちも、毎日元気に園庭で遊んでいます。 

 子どもは大人と違って、ゴソゴソ動きまわっているので活動量もあり、そ

のぶん汗もかきやすいので、大人より一枚少なめの衣服でちょうどいいぐら

いです。 

 

 話はかわって・・・先日お会いした赤ちゃん。 

ママがおなかをこちょこちょすると笑顔になって、（もっとして〜）とばか

りママの顔をしっかりとみつめます。ママが手を止めるとますますママをみ

つめて「あう〜」と手足をばたつかせて催促です。 

楽しいことをしてくれる人がいる。もっとしてほしいから一生懸命ママをみ

て目で訴える。言葉はまだ出なくてもすでにコミュニケーションの基本的な

力を持つたくましさを感じることのできた瞬間でした。 

こういったやりとりを数え切れないほどしていきながら、気持ちのこもった

生の声をたくさん聞き、あわせてその時の相手の表情をみることで、相手の

心を読み取る力も赤ちゃんの時から育まれていくのでしょう。 

 

 おもちゃもテレビも、子どもにとって楽しい時間を提供してくれます。 

でも、まだ抱っこができる今のうちに、いっぱい顔をつきあわせて遊ぶ時間

も大事にしてほしいなぁと思っています。 

いずれこどもは、パパやママから遅かれ早かれ巣立っていくものです。 

今しかできないことは、今のうちにしてあげましょう。 

 

そして寒い毎日だからこそ、しっかりぎゅっ♡としてあげてくださいね、                  

（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.jp 
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？ 

『準備』です。数人の当番制で企画や進行していました。自分達の当番が近づく
と、班の皆で集まり、子ども達喜ぶかな～♪と、色々なあそびネタや工作などの準
備をしていました。今、振り返って見ると、子どもの為に参加した子育てサークル
でしたが、子ども以上に楽しみ、子どもと共に成長させて貰えたのだと思います。 
◆サークルを卒業し、あなた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？ 

 『情報収集で出向くこと』です。子育てサークルで、工作ネタや企画ネタを集め
る為に、図書館や公民館や講演会に出向くことを知りました。それまでは、恥ずか
しながら図書館や公民館の存在を知りませんでした。世の中には情報収集の場所が
沢山あることを知りました。         （社会人の母（20 代息子 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？ 

全てママ達の思いが詰まっているので、どれもがキラキラ眩しい思い出です。入
ったばかりの頃は、準備をしてもらった中で、いつも親子で楽しく遊ばせてもらっ
ていました。クジ引きで役員になってからも「次のイベントは何しようかな？」と、
子ども達が喜ぶのを想像してはワクワクしていました。イベント当日は子ども達の
元気な笑顔、大きな泣き声でいつも賑やか。時の流れと共に思い出も少しずつ美化
されているのかもしれませんが、全てが私の宝物でありいちばんの思い出です。 
◆サークルを卒業し、あなた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？ 

 ママ同士の交流や色んな経験をしたことで視野も広がり、地域の方々との関わり
が増え、人前に出るのが苦手だった私も、少しだけ自信がついたように思います。
幼稚園、小学校でも PTA や子ども会役員をしましたが、サークルで先に役員経験
をしたからか？すんなりと引き受けることができました。特に子ども会のイベント
は、サークル活動と重なる部分も多く、みんなでイベントを作っていくのはとても
楽しかったです。             （むーさん（中 3 息子、小 5 娘 ）） 



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12月～令和3年2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： 12/22（火）・1/26（火）・2/16（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6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 をサロンの中で行います。

◆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。


	★ 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 ★

