
★ 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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『 新型コロナウイルスなんかに負けないぞぉ！ 』 
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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/


まさか、感染対策騒動が 2 年目に突入するなんて！ 

「コロナになんて、負けてたまるか！！」 

MaMa ぽっけは、今年度もサークル活動の運営を 

応援し続けます＼(^o^)／ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

その１．新しい代表さん！役員の皆さん！へ 
 めげそうになったら、まず、この動画をみてね(^^♪ 

感染拡大第 3 波と言われた今年の冬、私たちはサークルさんへ応援動画を

作成し、寒中見舞いとして動画の QR コードを添えてお手紙を送りました。 

その時は春が来たら、いつもの活動が 

きっとできると願い、信じていました。 

今、広島県には「緊急事態宣言」が 

発令され、また活動がどうなるかわ 

からない真っ暗なトンネルに入ろうと 

しています。メンバーみんなで作った 

この動画が、今まさに MaMa ぽっけメン 

バー自身の心の支えにもなっています。 

 

※QR コード 

拡大版はこちら 

 

 

 

                    
↑R3.1 月代表さんに送ったお手紙 

 

その２．代表さんひとりで悩まないでくださいね。 
いつでも、連絡をお待ちしています(^_-)-☆ 

MaMa ぽっけは、安佐南区ボランティアセンターに登録しているボランテ

ィアグループです。安佐南区総合福祉センター5 階安佐南区社会福祉協議会

内ボランティアセンターを拠点として活動しています。ボランティアセンタ

ーの職員さんが、私たちメンバーと地域のお母さんたちをつなぐサポートを

してくださっています。安心して気軽に連絡してみてください。みんなで作

戦を練りながらゆっくり前に進めるといいですね。待ってます～～♪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MaMa ぽっけは、活動をスタートして 

20 年を迎えることができました！ 
 

2001 年（平成 13 年）5 月に、MaMa ぽっけの活動はスタートしました。

20 年…人間でいうと“成人式”ですね。現在メンバー20 名、発足時のメンバーから昨

年度仲間入りしたフレッシュなママまで、みんな子育てサークルに思い出がある母親た

ちです。20 年間の活動で培ってきたことと、フレッシュなママたちの思いやアイディ

アがちょうどいいバランスでこれからも活動できるといいなぁと思っています。 

ちょっと 20 年間をふりかえってみました。子育てサークル交流会 55 回、あそびネタ

サロン（2012 年まではおしゃべりサロン）556 回、出張サロン（サークル訪問、体験会

なども含む）312 回・・・ほかにも、地域のイベント参加や東日本大震災支援活動、8.20

土砂災害後の活動があります。MaMa ぽっけのモットーである「できる人ができること

をできる時に楽しく！」を大切に継続してこられた喜びと、いつも私たちの活動を支え

てくださる MaMa ぽっけ応援隊がいてくれたことに感謝の気持ちでいっぱいになります。 

コロナが収束し、広島経済大学興動館カフェをお借りしてお祝いパーティーをするこ

とを楽しみにしています。MaMa ぽっけのことを応援くださった皆さん！本当にありが

とうございます。これからも、「みんなで子育て！」を合言葉に、新しい出会いを楽し

みにして、ボチボチ… がんばります。どうぞよろしくお願いします。 

子育て・サークル応援グループ MaMa ぽっけメンバー一同 

その３．サークル活動の活性化を願い 
おもちゃなどの貸出をしています！ 

 サークル運営のお悩みごと NO.1 は、「活動でなにしてあそぼうかな？」と

活動の内容の計画をたてることのようです。そんなときに是非とも利用して

ほしいのが、「子育てサークル貸出おもちゃ」です。 

令和 2 年度も、13 サークルさんが 31 回利用くださっています。一番人気は

「ソフト積み木」、次は「ボールプール・おっぱいボール・ボールのおうち

や柵」のようです。隠れ人気は、 

MaMa ぽっけメンバー手づくりの 

「段ボール汽車」や「ビニールひ 

もののれん」や「おだいりさまと 

おひなさまの衣装」のようです。 

段ボール汽車はみごとにボロボロになってしまったので、この度作り替えピ

カピカになりました。どうぞみんなであそんでくださいね。 

 

 

 



小４男子、年中男子の母です、りえねえです★ 

私が参加していたサークルでは、地域の方と笹を取りに行って公民館に飾って短冊

などを飾ったよ～ 

本物の笹を用意するのが難しかったら、模造紙に笹を描いて、そこに飾り付けする

のもいいね！ 

小１男子がいます、ひーちゃんです(*‘∀‘) 

水あそびはサークルでは、タライやバケツをいくつか出して、水を出して遊んでたよ♬ 

おうちでは、お風呂がプール！ 

水あそびでのおもちゃは、牛乳パック、ペットボトルに穴を開けたもの、プリンのカッ

プで遊んでたよ～★ 

ビニール袋に目一杯水を入れて口を結んだものを、感触を確かめたり、投げたり…途中

で穴を開けて水がピュ～っと出るのを楽しんでたよ♪ 

双子年中男子の母です、えいちゃんです(*‘∀‘) 

そうそう、去年（Ｒ２.６月）安佐南保健センター長（医務監）奥野博之先生に、水あそ

びのときには、「コロナウイルスだけでなく、プールに水道水を入れてみんなで水に入る

ことは、様々な感染のリスクがじつは潜んでいる。バケツなどに水をためて、水をすく

ったり、バチャバチャしたり、水の中にみんなで入らずできる遊びを工夫してみましょ

う。」って教えて頂いたね★ 

コロナの影響で思ったようにサークル活動できない日々が続くかと思います。 

早く穏やかな日常が戻ってくるように 

皆様のサークル活動が素敵な時間になるように祈っています。 

では、次回をお楽しみに♪ 

初めまして♪ MaMa ぽっけ新メンバーです♪ 今回から新メンバー５人でこちらのページを担当します♪ 

「どんな内容にしようかな」と、みんなでトークしてみました。これからの季節に、おうちあそびやサークル活動で参考になったら嬉しいです♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭａＭａぽっけ 新メンバー(５)           ♥ 

 
み 年長男子、年少女子がいます、みくるです(*‘∀‘) 

これからの季節に使えそうな、七夕、水あそびネタページはどうかな… 

く 
双子年中女子がいます、くみちゃんです♪ 

サークルで七夕制作したとき、透明カップにシール貼って、ビニール紐をつけて、

シャラシャラを楽しんだよ～(*^^)v 

く 

り 

七夕★水あそび 

ひ 

え 

り 

最後に…そろそろ幼稚園選びの時期ですね★ 

園庭解放などの情報は早めに集めてみるのがおすすめです★ 

広島市のＨＰ「安佐南区幼稚園等の子育て支援情報」に一覧で載っているので、調べ

てみてください♬ 

みんな 賛成～♪ 

み 

 

サークルの七夕のとき、人数分笹を１００均で購入して（笹の購入はお早めに…） 

短冊をかいたり、飾りを折り紙でつくって、子どもたちは甚平を着て（自由） 

集合写真撮ったよ～かわいかった～♥ 

今回のテーマは→ 



「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 

 

梅雨の季節となりましたね。 

 

この４月から新入園を迎えたお友達もようやく新しい生活にも慣れた頃でし

ょうか。お弁当作りのママさんたちもかな？先日、パパの弁当袋にその日に

限ってがんばったキャラ弁をまちがえていれてしまってショックだった・・

というママの話で盛り上がりました。きっとパパは熱の入れようの違いに苦

笑いだったことでしょうね（笑） 

 そしてなかなかコロナも収まらず、こどもたちに本当に窮屈な思いをさせ

てしまっていて申し訳ないなと大人のひとりとして思います。そのぶんでき

るだけわくわくできる楽しいことを制限がある中にあっても考える日々が続

いています。 

 

今回はおうちでかんたん！遊び紹介第１弾「坂道コロコロゲーム」です。 

 

ボーリング形式よりも紙コップが思いきり壊される感じがgood。 

こどもって積んであるものを壊したい本能があるようで、その衝動が満喫さ

れて気持ちもすっきり！！ 

平面をころがすのがまだ難しい子どもさんでも斜面があると勝手に転がる

し、傾斜角度によってスピード感の変化も楽しめます。 

おうちの人といっしょに「３・２・１はっしゃ〜」と掛け声をかけながら 

楽しんでみてください。紙コップ積みも挑戦できるかな？  

雨が降ったらぜひお部屋で楽しんでみてくださいね。 

 

      （ひゅーるぽん保育士 川口あけみ） 

 
※子どもの遊びポータルサイト「みっくすじゅーちゅ」より 

画像抜粋 

 

 

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（No.5） 
 “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ふりかえってみています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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？ 

季節の行事をみんなで楽しめたことです。お正月あそび、ひな祭り、こどもの日、

七夕祭り、プール遊び、お月見団子作り、ハロウィン、クリスマス、そしてお誕生

日会。失敗もありながら、ドタバタと力を合わせて乗り切った日々はまさに子育て

サークルの醍醐味だったと、今になって思います。 

◆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？ 

世界が広がりました。サークルの仲間とは、その後も学校の役員として助け合い、

そこでまた仲間が増え、いろんなことを学び、経験することが出来ました。二十年

以上続く一番の仲良しママ友は、サークルで出会いました。今でもいろんなことを

相談しあい、助け合い、発散しあって（？）います。 

それにしても、サークルに行っていてよかったなと、今回この文を書きながらつく

づく思ったのでありました。      （うどん子（長男２９歳・長女２２歳）） 

◆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？ 

入会したばかりの頃、部屋に入ると娘がギャン泣きするので、廊下から窓越しに参

加していたのを思い出します。 

◆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？ 

サークル活動中、様々な人と出会い、いろんなところで子育てを応援してくれると

ころがあると知りました。それが今でも役に立っています。子育てに不安な時はそ

れを思い出して、遠慮せず、相談できるところを探したり、話をきいてもらったり、

講座に参加したりして、一人で悩まないようにしています。 

(のりちゃん（中 3 男子と小 5 女子)） 



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6月～7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： 6/2２（火）・7/2０（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： ※開催時間が変わりました。 
        ①10 時から 11 時 20 分 ②11 時 40 分から 13 時 
定  員： ①②それぞれ 親子６組 

（①②どちらかを選んで事前に電話で申し込みください。） 
 

◆簡単工作コーナー                      ◆紙芝居タイム 
    6 月「牛乳パックを使ってあそぼ！」             ８．２０土砂災害を絶対に忘れない！ 
   7 月「ビニール袋を使ってあそぼ！」                    紙芝居「なっちゃんのランドセル」 

 

申込・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、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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