
 
 

★ 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 ★ 

早春号 

『新型コロナウィルスなんかに負けないぞぉ～～＼(^o^)／』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３ 年 ２月 ２４日発行 第 7５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/


「コロナウイルスになんて、負けないぞ！」 

オンラインという新しいコミュニケーションツール 

ZOOM をみんなで挑戦してみました(^^)/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「絶対に無理！」からはじまった私たちの挑戦。 

「ZOOMアプリをインストールする？？それどういうこと？？？(@_@)」「自

分の使っている携帯はできるか？できないか？それもわかんない(-_-メ)」

「パスコード？ID？？」すべてのことが未知の世界・・・。コロナ禍の中、

必要に迫られて ZOOM を体験したメンバーの「やってみたらなんとかなりそ

うだよ！」という甘い言葉に誘われて、12 月 22 日 7 人のメンバーと社協さ

んの職員さんも一緒に初挑戦（写真はその様子）。「みんなの顔が写り、声が

聞こえたら目標達成！」という 

ことで、ドキドキ体験となりま 

した。映像や音声をオンオフの 

切り替えだけでヘロヘロ。そん 

な中、キャッチボールリレー 

トークで近況報告＼(^o^)／ 

みんなの声が聞こえるとうれしく 

なり、「オンライン飲み会も夢じゃ 

ないぞ！」なんてね。ワクワク。 

 

「調子にのって、オンライン定例会」を開催。 

 12 月半ばより、広島市の感染状況が深刻化しサークルさんの活動も止ま

り、なんとか今できるサークル応援活動についてみんなで話し合いたいが集

まれないというジレンマ。そこで思い切って再挑戦！「オンライン定例会」

を開催。8 人のメンバーと社協さんから職員さんも参加くださり、9 画面で

進行。「ギャラリービュー」と「スピーカービュー」という画面チェンジに

感動し、「リアクションボタン」をみんなでポチしてはまたまた感動。どう

しても音声が届くまでの時間差があり、そのタイミングがまだまだつかめな

い私たちですが、ちょっとした時間を調整して参加できるという良いところ

もあるので、上手に使えるといいねぇ～と話しました。「でもやっぱりみん

なで直接集まって、ワイワイガヤガヤしたいよね～～」それが本音でした。 

 



「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」上演報告 

◆1 月 21 日「ひとみ会（視覚障がい当事者グループ）」さんへ 
 私たち MaMa ぽっけは「安佐南区ボランティア連絡会」に所属しています。

様々な福祉をテーマとし活動されている方たちと出会うことができます。そ

んなご縁で視覚障がい当事者グループ「ひとみ会」さんからお声をかけてい

ただき、紙芝居を披露させていただきました。「目の見えない方にどう紙芝

居を紹介したらいいのだろう？」という私たちの不安を察してくださり、こ

んなふうにお話くださいました。「いつもと同じように演じて下さい。ちゃ

んと伝わりますから、大丈夫ですよ」とおっしゃっていただきました。 

 この日はひとみ会さんの新年互例会。会食はできませんでしたが、楽しい

ビンゴゲームや情報交換の会にもご一緒させていただきました。ひとみ会さ

んとのあらたなつながりに感謝。以下は参加したメンバーの感想です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紙芝居が出来るまでの流れを紹介後、

上演へ。上演後、いつものように原画

を並べ、皆さんにみていただきました。

ヘルパーさんがどんな場面かお話くだ

さると、原画に近づきじっくりと見て

下さる方、そっと触られる方など、き

くほかにも様々な感じ方で喜んでいた

だけたようです。 

会の始まりに、皆さんで自己紹介。この会を楽しみにしてらっしゃることが伝わ

ってきました。ビンゴゲームの和気あいあいの後、紙芝居の時には空気がガラッ

と変わり、視線じゃなく、意識が集まっている感じ…、はじめての体験でした。初

めて読み手役、緊張したけど、無事に読むことができました。 

私は上演中の会場の様子を少し拝見。メンバー

さんは少し上をむき聞かれている方が多く、き

っと情景をおもいうかべていらっしゃるんだ

ろうなぁと思いました。私も少し目を閉じてき

いてみました。すると紙芝居をめくるときの紙

の音が聞こえ、それがとっても新鮮で驚きでし

た。また、紙芝居の文章の表現のすばらしさに

もあらためて感動しました。 



「第 2 回新型コロナウイルスによるサークル活動の影響について」区内 24 サークル代表さんへアンケートを実施しました。 

寒い時期の自粛生活は、家庭で過ごす子育て世代にとって、もう限界！ 

                        そんなママたちの声に、メンバーからエールを送ります＼(^o^)／ 
 
その１．◆「外出することが減り、同年代の子との交流がなく、お家遊びばかりになる

ので、同年代の子たちと仲良くあそべるか不安」 
◇「春から幼稚園、春になりいきなり多くのお友だちに囲まれ、人見知りこそないものの、
お友だちとの距離感や付き合い方がうまくやっていけるか心配。」 
 

メンバーからのコメント 
●我が子はサークルに在籍中、お友達と喧嘩が絶えず、乱暴者状態で入園しました。新学 

期、喧嘩をしたと幼稚園から電話があり、冷や汗をかきましたが、その時先生がなぜ叩いて 

はダメなのかを丁寧に教えてくれ、それ以降人が変わったようにおとなしくなりました。 

トイレトレも、入園してから何とかなっていくパターンをよく聞きます。色々不安かと思 

いますが、入園したら何とかなる！(先生頼みます！)と、お母さんがドーンと構えておけ 

ば大丈夫。このご時世ですから、幼稚園に頼りましょう(^^♪ 

○うちの子達はものすごい人見知りで、サークルでも私から離れて遊べませんでした。で 

も幼稚園に行くとき、泣いたのは初日だけ。次の日からは振り返りもせずバスに乗って手 

を振って、こっちが拍子抜けしたくらいです。案外親がいないほうが、覚悟して(笑)楽しん 

でくるのかもしれませんね。 

●我が家の年中男子も入園前、寡黙でお友達と遊ばずとても心配していました。しかし幼 

稚園の先生はさすがプロ。年中になった今はお友達と楽しそうに遊んでいます。年少は 1 人 

遊びがまだまだ多いみたいです。もちろん毎日楽しいわけじゃなく、時には悲しいことも 

あるようですが、「これも人生！」とても素敵な経験をしています。 

○長男はサークルに三年くらい通いましたが、いつも母にくっついていて、お友達と遊ん 

だことはありませんでした。こんな調子で幼稚園は大丈夫なのか？と心配しましたが、入 

園してみると、最初の２日は泣いたものの、園に慣れるにつれて徐々にお友達と遊べるよ 

うになりました。子どもの適応力、すごいです！  

その３．◆「家の中で過ごすことが多いので、子どもの運動不足が心配。」 

◇「家で親子だけで過ごすことが多く煮詰まる」 
◆「あそびに行ける場所がなく、お家に引きこもり！」 

◇「出かけるところが限られる！」 
 

メンバーからのコメント 
●寒くて長い時間戸外であそべない時は、その分短時間で濃いあそびをどうぞ！ 

○とにかく家をでる。AEON やホームセンターのペットショップエリア、コンビニ、コイン 

ランドリーなど、歩きに行く。出費があるかもしれない、お家のことができないかもしれ 

ない。それでも身体動かすの優先にしてみる。 

●「踊る」おかあさんといっしょや、ワンワンワンダーランドなどを録画して親子で踊っ 

ています。また私の気分転換も兼ねて、YouTube のエクササイズ的な動画(たけかわまりな 

さんに今ははまってます、オススメです！)も、子どもと一緒に楽しく体を動かせるもの 

もあるので、一緒に踊っています。 

○「宝探しゲーム」何かおもちゃをおうちのどこかに隠して探す。 

●我が家では室内用トランポリン、ジャングルジムをお下がりでもらったので多少運動に 

はなっています。オモチャも同じのは飽きてくるので、いくつか隠しておいてローテーシ 

ョンで出すと新しい気持ちで遊んでいます。 

○この季節、毎日公園にいくのは大変なので、よくスーパーのはしごをして時間を潰して 

いました。(徒歩で)買い物と散歩で約二時間かかり、いい運動になりました。 

その２．◆「テレビの時間が増えてしまう」 

メンバーからのコメント 

●寒い日は外に出られずテレビの時間が増えるとありましたが、増えてもいいじゃないと 

思います(笑)多分、これを気にしているお母さんは多いと思いますし、私も罪悪感があり 

ます。絵本を読んであげたり、おままごとに付き合ってあげたりしたほうがいいんだろう 

けど、親もやる事あるし、疲れますから。ご飯のときや絵を書いたりしている時は消すと 

か、つけっぱなしにしないように気をつければいいと思います。 

その４．◆「子どもがマスクを嫌がる」 

メンバーからのコメント 
●マスク嫌がりますよね。実際呼吸が苦しいと思います。マスクをさせなければ！と親子でス 

トレスになりそうなら、その分免疫を上げる何かをしたり手洗いを。大人がマスクの事を意識 

しなかったら、ふとする時がくるかも。幼稚園に入園したら、周りを見てする様になります。 

○小さい子のマスクは鼻がでたりうまくつけられなくて気を使いました。親と同じ不織布の 

マスクがいいと言っているので、表裏がわかりやすいように内側に名前やマークを書いてい

ます。親戚に親子でおそろいの布マスクを作ってもらいお気にいりです。 

●うちの入園前の 3 歳娘もマスクを外したがります。しかし幼稚園に通っている年中男子 

は、マスクしないと！と言って自らマスクをします。これも先生パワー、幼稚園ってすごい！ 

と感謝感謝です。入園したら、徐々にマスクが出来るようになるかと思います！ 



「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 

 

だんだん春らしい日差しが心地よくなってきましたね。 

 

 春といえば、別れとともに新しい出会いの季節。きっと園生活をスタートす

るこどもさんもたくさんいらっしゃることでしょう。 

初めての集団生活を前に「うちの子だいじょうぶかな？」とあれやこれやと心

配事が頭をよぎるのではないでしょうか。それに加えてこの１年はコロナに翻

弄された日々で、外出もできず友だちと遊ぶ機会が限られたりしたことがます

ますその不安に拍車をかけているかもしれませんね。 

 

 こどもたちは、大人にくらべて「理屈」より「感性」で生きているので柔軟

性も高いです。そしてほとんどのこどもたちは、人といっしょに過ごしたい、

楽しみたいという気持ちを本能的に持っています。たとえ今年１年できなかっ

たことが色々あったとしても、新しい生活に柔軟に対応していくことでしょう。

初めてママと別れて１日泣き続けることがあったとしても長くて１週間。こど

もたちはたくさんの友だち、先生に囲まれながら新しい世界を知り、好奇心を

持ってわくわくどきどきの日々をスタートさせていきます。ぜひ安心して４月

を迎えてほしいと思います。 

 

 私たち大人は、そんな好奇心に満ち溢れた集団生活を止めてしまわないよう、

そして１日でも早くこどもたちが元気にいろいろなところへ遊びに行ける日

常を取り戻せるよう、もう一踏ん張りの努力が必要だと感じています。 

 

 そしてもしも、集団生活の中で適応の不安があったときには遠慮なく 

ひゅーるぽんにも相談をしてくださいね。 

                 

                 （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？ 

楽しいことも沢山ありましたが、ハプニングも沢山ありました。クリスマス会の
予定日に急遽集会所で町内会の会議が！ 予定日を別日に動かす事も出来なかった
ので場所探しにみんなで奔走しました。学校の児童館に急いで申請をし、場所を確
保。クリスマス会を開いた時、みんなでホッとしました。 
◆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？ 

メンバー集めの際、知らない人にも声をかける勇気、代表の時に一人で頑張らな
いで誰かに困ったと伝える勇気を持つことが出来ました。また、みんなで何かをす
ると一人の何倍も楽しいこと、色々な人(価値観)がいる面白さを知ったこと、仲間
で辛いことも分かち合えることを知りました。色々な事が後で思い出話になりま
す。（ひとみん（年長の息子がおります〜！）） 

◆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？ 

母親学級の同窓会を保健師さんが企画してくださり、公民館の和室に座布団をま
ーるく並べて赤ちゃんを寝かせて近況報告をした、あの日が忘れられません。不安
いっぱいの新米ママだったけど、話してみたらみんなも同じなんだ！と安心しまし
た。定期的に集まりたいね〜とみんなが思い、蛇年生まれだからと名付け「ニョロ
ニョロクラブ」誕生の日となりました。20 年前の出来事です。 
◆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？ 

公民館に行く機会が増え、保健師さんや地域の人と知り合いになりました。サー
クルでは代表をさせてもらったお陰で、サークル卒業後も 子ども会や町内会、学
校の役員をやらないかと誘われたとき、頑張ってみようかなと思えました。頑張っ
てみようかなと思えたのは、やはりサークル代表できたという自信かな。役員をや
ることに不安がなかったと言えば嘘になりますが、チャレンジできる自分になって
いたのだと思います。（みやさん(大学 1 年息子・高校 1 年息子・中学 2 年娘)） 



安佐南区社会福祉協議会 子育てサークル相談事業（令和3年3月～令和3年４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： 3/23（火）・4/27（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。


