
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★ 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 

『コロナになんて負けないで、みんなで秋を楽しもう！』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和３年 ９月 ２５日 発行          第 7７ 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/


コロナ禍の中、こんなモヤモヤありませんか？ 

「せっかくスタートした活動も 

いつ休止になるか、わからない不安・・・(-_-メ)」 

「メンバーが増えないけど、このままでいいのかな？」 

「活動について、グループのみんなで話し合う機会がない！！」 

 

・・・今こそ、そんなモヤモヤを 

みんなでおしゃべりしてみませんか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

はじめての参加はドキドキするなぁ～というママにおすすめです！ 

★☆あそびネタサロン★☆ 
 コロナ禍の中にあり、中止になってしまうことがあり、私たちも残念に思っていま

す。でも、そんな中、参加してくれたサークルのメンバーさんから、こんなうれしいメ

ッセージが届きました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

はじめての方もお気軽にのぞいてみてください。代表さんだけで悩むなんてしない

でね。MaMa ぽっけと一緒におしゃべりしてみましょう。 

初めてのあそびネタサロン参加でした。 

以前から気にはなっていたけど、予約制、知っている人がいない…

というところで今まで行くタイミングがありませんでした。でも

参加してみたら、早く来ればよかった～と思いました。 

人見知りをする 1 歳の娘も楽しく遊んでいるし、私も先輩方(ス

タッフさん)にいろんな相談したり、教えてもらったり。コロナの

状況で人数制限しているからこそ、いっぱいお話ができたかなと

思います。 

災害時でも子どもと遊べるおもちゃ？をビニール袋で作りまし

た。今でもくしゃくしゃと遊んでいます。 

あっという間の時間でしたが、笑ってばかりの楽しい時間でし

た。また参加したいと思います！ありがとうございました。 

サークルもゆるく続けられるようにラク～にいきたいと思いま

す。気持ちが軽くなりました。（タッチケアもみじ佐東メンバーより） 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

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」 の 

貸出をスタートしました。 
上演くださった報告や感想が届いています。 

この紙芝居が、みんなで命の大切さを考える機会になっていくよう、MaMa ぽっけは
紙芝居をたくさんの人たちに広める活動をがんばっていこうと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「ほかのサークルさんはどうしているのかな？？」と 
聞いてみたいなぁ～というママにおすすめです！ 

★☆サークル交流会★☆ 
 毎年恒例、安佐南区内で活動している子育てサークルのメンバーが集まり、情報交

換しています。昨年度もコロナ禍の実施、大好評でした。今年も計画が進んでいま

す。今年度は初の試みとして、インターネット配信で視聴参加（ハイブリット方式）

もできます＼(^o^)／ 
 

 ①令和 3 年 10 月 27 日（水）10 時から 11 時半まで 祇園公民館にて 

 ②令和 3 年 11 月 1 日（月） 10 時から 11 時半まで 古市公民館にて 
 

※詳しくは、各サークル代表さん宛のお知らせをご覧になってくださいね。 

8 月 25 日（月）： 安佐北区放課後児童デイサービスきりんにて 
小２～小６の子どもたち１０人にむけて、紙芝居を上演しました。上演後、児童たちから「大

雨は油断しない方がいい」「大雨は水位が上がる」「おうちがくずれた」「かわいそうだっ

た」「新しいランドセルを買ってもらってよかった。」など、様々な意見が出て、防災について

一緒に考えることができた。大切な命を守ることについても、話し合うことができました。子

どもたちは、職員からの話も真剣に聞いていました。 

 

8 月 20 日（木）： Acity 自治会 町内ラジオ体操会場にて 
ラジオ体操最終日が 8 月 20 日だったので、子どもたちも大勢参加していることから、この

紙芝居の上演を実施しました。紙芝居というツールが子どもたちには、珍しく絵も優しいタッ

チでわかりやすく好評でした。「なっちゃんとおじいちゃんが助かってよかった（小 1 男児）

「広島で起きた災害をベースにしてあるので、とても親近感があり、話がよく入ってきた（保

護者 40 代）」  

紙芝居の貸出について、安佐南区社会福祉協議会までお電話をお願いします。 

 



  秋のあそび“どんぐり・まつぼっくり”であそぼう！ 
 

暑かったり、雨だったり、コロナ禍だったりで・・・ なかなか思うように遊べなかった夏。みなさん、お疲れさまでした。 

だんだんと涼しくなってきて、遊びやすい季節がやってきますね～♪（いや、やってきてくれ！） 

サークル活動や、おうち遊びのネタになったらなぁ～と、前回に引き続きＭａＭａぽっけ新メンバーで、こちらのページを担当していきます！ 

少しでも「ほうほう」と思って頂けましたら幸いです。 

令和 3 年 8 月 11 日からの大雨による被害をうけられた皆様に心から 

お見舞い申し上げます。被害に遭われた皆様が、一日も早く日常の生 

活を取り戻せるよう、私たちも安佐南区ボランティアセンターの皆さ 

んと一緒にできることを行っていこうと思っています。 

子育て・サークル応援グループ MaMa ぽっけメンバー一同 

＜まつぼっくり、どんぐりが拾える場所＞ 

★どんぐり＆まつぼっくり 

・「南下安第一公園」（祇園５丁目、野村病院の裏）  

・若葉台中央公園（伴北 1 丁目） 

・「安佐動物公園」の西園「ピクニック広場」へ行く階段のコース 

★どんぐりのみ 

・八木梅林公園（八木１丁目） ・春日野中央公園（山本新町２丁目） 

・A シティ中央公園（大塚西 7 丁目） ・毘沙門台東公園（毘沙門台東 1 丁目） 

・「長楽寺公園」（長楽寺 1 丁目、アストラム長楽寺駅とヌマジ交通ミュージアムの間） 

・「高取公園」（高取北 4 丁目）・伴西公園（伴西 1 丁目） 

 

そのほか、みんなのお家の近くの神社や、安川緑道公園通りにも、いろんな種類の木がありま

す。是非とも、みんなの“おすすめどんぐり＆まつぼっくりスポット”を見つけてね(^^)/ 

山に近い公園は、木の実が豊富ですが、イノシシや熊の出現にも注意してください。 

 

広島市ホームページ「あさみなみ散策マップ」もおすすめです！ アストラムや JR 可部線の駅

からの散策コースが掲載されています。検索「あさみなみ散策マップ」してみてね。 

＜虫が出ないようにするのは、どうしたらいいのかな？＞ 
 

どんぐり・まつぼっくりは、処理をしないと、白い虫が出てきます。 

子どもが、持って帰ったどんぐりを放置していたら 

虫が出てきた～なんてことも…。 

ほんの一例ですが、メンバーが実際にやってみたどんぐりの処理方法を紹介します。 
 

・あくが多く鍋に色がついてしまうので、できたらいらない鍋に水を入れて、沸騰前にどん 

ぐりやまつぼっくりを入れて、１０分ほど茹で、お外に新聞紙敷き、その上で、乾かしま 

す。どんぐりは茹ですぎたり、長時間の天日干しで、割れてしまうので注意！！ 

・ビニール袋にどんぐりを入れて、２週間くらい冷凍して、乾かします。 

MaMa ぽっけ新メンバーも、子育て真っ最中！！ 
ひーちゃん 小１男子の母、絵が大好きで、今回のイラストはひーちゃん作 

りえねえ  小４、年中の歳の差兄弟の母 

えいちゃん 双子年中男子の母、ドタバタ夏休み終わってほっとしています。 

くみちゃん 恐竜に夢中な双子年中女子の母 

みくる   若くて可愛い担任の先生に夢中な年長男子、年少女子の母 



「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 

 

雨の多い夏でした。 

安佐南区でも、土砂災害が発生しあらためていつ災害が起きてもおかしくない

気候になってきていることを感じます。子育て家族は、避難に時間がかかるた

め、早め早めに動くことを意識することは大切かもしれません。 

ひゅーるぽんに通う子どもたちは、静かに過ごすことが難しい子どももいるの

で、避難する時にはひとりで楽しめるものも必需品。今一度、避難する時に必

要なもの考えてみてもいいかもしれませんね。MaMaぽっけさんが、以前作成

された「ママの防災ぽっけ」をあらためて一読くださいね。 

 

そして、小学生の夏休みの「一行日記」。おうちごはんの献立しか書くこと

がなかったよね。来年の夏は楽しいこといっぱいありますように。 

 

今回は、おうちでかんたん！遊び紹介第２弾「なわとびあそび」です。 

 

端っこはどこでも結んでおけば、パパやママが一人だけの時でも遊べます。

絵のように下をくぐるもよし、昔懐かしい「へびさん」でまたいだり、とんで

みたり「へびさんをやっつけるぞ！」と紐を踏んで遊んでも楽しいです。「へ

びさん」も平面だけなく縦揺れをいれると、高さが出て、少し大きいこどもさ

んには難易度も上がります。そして今度は交代してママがとぶ番です。 

 

 おとなもこどもも紐を扱うのに上半身を使うので運動不足や二の腕プルプ

ル対策にもおすすめですよ〜。子どもと遊ぶ時には 

ついでに自分の体力作りも考えてみると遊ぶのが 

今以上にもっと楽しくなりそうですね。 

（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.６） 
 “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？ 

子育てサークル「グリーンキッズ」で、子ども二人が合わせてなんと七年も！お世
話になりました。二人とも人見知りで、せっかくサークルに参加しても、母にくっ
ついてばかりでした。今となっては、下の子(小二)に母はくっつきたいのですが、
嫌がられる毎日です。あの頃が懐かしい！ 
◆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？ 

サークルでの経験で役立ったのは、代表を務めたことです。くじで当たった時は、
自分に務まるのか不安でいっぱいでしたが、やり遂げた事が自信となりました。 
その後の幼稚園、小学校、子ども会などの役員も、「サークル代表ができたんだか 
ら大丈夫！」と、前向きな気持ちで務めることができました。 

（taka.t 中 3 女子・小 2 男子の母） 

◆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？ 

新しくできた街で私自身全く知人がおらず、夫の知り合いに「新しくできる子育て
サークル」に誘ってもらい生後 7 ヶ月の娘と参加しました。これはきっと「あるあ
る」だと思うのですが、子どものためというよりも、「大人と喋れる！」ってことが
とても新鮮で貴重だったのを覚えています。 
◆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？ 

子どもが社会人となり家から出ている今となっては、たまに出会うサークル仲間と
思い出話で盛り上がったり、地域でのボランティア活動の際、声をかけてもらえた
り… 繋がりや共通の思い出があることがありがたいことだと感じます。(なんだ
か急に老けた感じ笑)  

（ただいま介護中...。長女 26 才・次女 24 才） 



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： ９/２８（火）・１０/２６（火）・１１/３０（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 

１０月「新聞紙を使ってあそぼ！」               ８．２０土砂災害を絶対に忘れない！ 

11月「牛乳パックを使ってあそぼ！」            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発信） 
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 サークル活動がより楽しくなるように、 おもちゃなどの貸出  

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 防災情報の発信「ママの防災知恵袋」・紙芝居「なっちゃんのランドセル」 

⑥ はじめての子育てママの仲間づくりの機会提供 

「親子の絆づくりプログラム“赤ちゃんがきた！（BP1）」開催・協力 

中止 
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