
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

MaMa ぽっけ 

子育てサークル通信 
 

２０２２．12 月 

８2 号 

＜発 行＞ 子育て・サークル応援グループ MaMaぽっけ 

＜連絡先＞  広島市安佐南区社会福祉協議会（通称“社協”）  

電話：082-831-5011 

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！ 

 

82 号のトピックス 

◆活動報告「楽しく備える ママの防災知恵袋」 

 ◆活動報告「祇園・興動祭 キッズコーナー」 

 ◆MaMa ぽっけメンバーに聞いてみました！ 

「サークルで好評だったあそびネタ」 

◆冬のお楽しみ「イルミネーション」 

おでかけしてみませんか？ 

◆こんにちは！！ひゅーるぽんです 

    ～ 資源ごみに出す前の 

ひとあそび 段ボールあそび ～ 

 

ホームページ Instagram Facebook 



お天気が続いた秋！ 

いろんなイベントごとも少しずつ復活してきましたね。 

MaMa ぽっけが参加した二つの秋のイベント報告です！ 

その１．９/８（木） 祇園公民館にて 

  楽しく備える ママの防災知恵袋 

 

 

 

 

 

＜ママたちの手づくり防災教室です！＞ 

2014 年「広島市 8.20 土砂災害」後、 

MaMa ぽっけメンバーやお母さんたちと 

取り組んできた子育て世代向けの防災 

情報の発信。 

そんなママたちの知恵袋を集結し、 

プログラムが完成。祇園公民館の職員 

さんがサポートくださり、メンバーが 

進行役となり、みんなで防災について 

考えるステキな時間となりました。 

参加くださった 

親子さんからの感想です！ 

・みんなの防災に対しての思いを聞き、

身近に考えていこうと思った。

・ほんわかした進行で、参加しやすかったです。防災グッズも用意してくださり、 

ありがとうございました。自宅に持ち帰り、さらに必要なものを見直していき

たいです。

・勉強にもなったし、親子で交流できて、楽しく参加できた。

・普段なかなかゆっくり考える時間がない防災について、考えることができてよ

かったです。子どものお世話をしてくださる人もおられ、ありがたかったです。 

・改めて防災準備をしていこうと思うようになったのと、子どもを守り自分のこ

とも守っていこうと思うことができました。グッズもありがとうございました。 

・とてもためになる会で参加して良かったです。たくさんの見守りの方々に助け

られて、色々聞けました。



その２．11/13（日）広島経済大学興動館にて 

祇園・興動祭 「キッズコーナー」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜大学生のみんなもコロナ禍に負けず、がんばってます！＞ 
 

 興動館さんは、私たちの活動を広げてくださる大切なパートナーです。これ

までも、いろいろなイベントを大学生さんたちとご一緒してきました。きっと

ママやパパになった学生さんたちもたくさんいることでしょう。 

今年度の私たちへのお題は、「祇園地域で子どもたちと活動をしている団体

さんへの橋渡し」と、「感染対策をしながら実施できるキッズコーナーの運営

のサポート」でした。 

イベント当日は、Ｍａ 

Ｍａぽっけプチメンバー 

（メンバーの子どもたち） 

も集まってくれて本当に 

楽しい一日となりました。 
 

MaMa ぽっけメンバーの発見！ 

・学生さんたちの若いエネルギーって、

いいなぁ。我が子もそんなふうに大きく

なっていくのかな。私たちも学生さんと

同じぐらい、いい経験ができました。どん

なコーナーになるか？みんなで考える

と、気になること、心配なことが出てき

て、また、それをみんなで共有して考え

て、楽しいコーナーが出来上がり本当に

よかったです。イベント会場に、ちょっと

休憩ができ、ホッとひと息できる空間が

あるっていいですね。 

未就園児さんから 

小学校低学年まで 

そんなきょうだいが 

年代ごとにあそべる 

スペースになり 

よかったです。 



♪ 「バスに乗ってゆられてる～！」 ♪ 
子どもを膝に乗せて「バスに乗ってゆられてる、ゴーゴー！」をしたのが楽しかった

です。歌詞やメロディーは YouTube で探してみてね！（中学生と高校生のママ） 

魚釣り 
画用紙に絵を描いて切り、クリップを付けて、磁石が付いた新聞紙竿で釣ります。難

しいときは、新聞紙の先に磁石を付けて、｢とったどー｣でお馴染みの“槍つき”も面

白かったですよ～。（高校生のママ） 

MaMa ぽっけメンバーに聞いてみました！ サークルで好評だったあそびネタ 
MaMa ぽっけには、いろんな世代のママがいます。 

我が子が幼稚園、小学生、中学生、高校生・・・大学生や社会人、そしておばあちゃんになったメンバー。記憶を呼び起こし思い出してみました。 

貸出おもちゃ 
何をしようか本当に困った時の貸出おもちゃは、子どもたちも大喜び！ 

どのおもちゃも子どもたちには目新しく映ったようですが、特にバルーンとボールを

使った遊びは、とても盛り上がりました。（小学生と高校生のママ） 

みんなでお出かけ！ 
安佐動物園や春日野中央公園に、お弁当持って行きました。消防署見学もおススメで

す。お出かけは事前の準備がいらないので楽ちんでした。（幼稚園と小学生ママ） 

風船あそび 
・風船にスーパーボールいれて遊ぶと、いつもと違う動きをする風船に、子ども

たちのテンション MAX です！（幼稚園と小学生のママ） 

・定番の風船にタッチして遊ぶ方法もみんなが一緒だと楽しさ 100 倍でした。う

ちわでタッチしたり、ひもをむすんで遊んだり、シーツの上にのせて「イチ・ニ

のサン！」で飛ばしたり、簡単で盛り上がります。（我が子はもう社会人） 

お正月あそび（羽根つき・かるた） 
・お正月に羽子板っぽいあそびで、牛乳パックと割り箸で羽子板作って、風船を

ポンポンしました！（幼稚園と小学生のママ） 

・画用紙にキャラクターを描いてカルタ取りしてました。 
（高校生のママ） 

シーツあそび 
シーツや大きめのバスタオルを、大人二人がハンモックのように持って、中に子

どもを寝かせて左右にゆ～らゆら。「にんじんや～大根や、煮えたかどうだか食べ

てみよ、ムシャムシャムシャ、まだ煮えない。」繰り返し…「もう煮えた、いただ

きま～す。ムシャムシャムシャムシャ（ここでこちょこちょ）。」で、ハイ、交

代。（我が子はもう社会人） 

新聞紙あそび 
・あそびネタに困ったとき、「新聞紙」は助かりました。大人も子どももビリビリ

でストレス発散（笑笑）プールに入れれば水代わり。新聞紙ひねって「おいも」

を作れば落ち葉に見立てて焼き芋！…丸めて切り込み入れれば「ツリー」にも。

遊んだあとはポリ袋に入れてボール代わり。そしてみんなでお持ち帰り。（我が子

は社会人と大学生） 

・ビリビリに破いて「紙吹雪〜！！」と大人が上に巻き上げると新聞紙がいっぱ

い上から落ちてきて子ども達は大喜びでしたね。子ども達もすぐに真似をして紙

吹雪を降らせて喜んでいました。(中学生と高校生のママ) 

巨大な“絵” 
大きな模造紙にペタペタ。☆○♡△に切った色画用紙を両面テープで貼って楽しみま

す。こどもの日・七夕・クリスマスイベントごとにも楽しめます。（高校生のママ） 

・・・いちばん楽しかったのは、ママ同士のおしゃべり・・・ 
・貸出おもちゃを使って、子どもたちが楽しんでいる間、ママたちはおしゃべり…。
（幼稚園と小学生のママ） 

・私が所属していたサークルは、行事よりもママ同士の情報交換が中心でした。そん

な中でも 12 月は、公民館の館長さんがサンタさんに扮してくださり、みんなで記念撮

影。とっても楽しいひとときでしたよ。（高校生と大学生のママ） 



 

 

MaMa ぽっけメンバーからのおススメ 

冬のお楽しみイルミネーション 
おでかけしてみませんか？ 

その１．県内人気スポット編  

 

 

 

 

 

 
 

 

その２．広島市近隣編 

 

 

 

 

 

 

 

 

その３・安佐南区内・・・地域編 

 

 

 

 

 

 

 

 

※メンバーの口コミ情報なので、詳細は HP 等で確認してみてね。 

「ドリミネーション（平和大通り）」は、車窓からも楽しめますし、道路に沿って

進みながら見られるのもおススメ！ 

「備北イルミ（庄原市）」は、定番ネタですが、園内広く見ごたえあります。キラ

キラ装飾された列車に乗るのも楽しいです。 

「JR 緑井駅周辺」では、フジグランに続く歩道橋から 2 階外側道路まで、2 階

（外側）の大きなツリーもステキ。長束地区のお隣、新庄集会所近くの「新庄町

川土手沿い」では、地域の方の手づくりイルミネーションが飾られています。 

「広島経済大学興動館（祇園）」では、大学生によるイルミネーション、11/25

～12/25・17 時から 21 時まで。 

「植物公園（佐伯区）」では、週末に恐竜のイル

ミネーションやコンサートがあります。「マリー

ナホップ（西区）」プロジェクトマッピングがス

テキ。「イオンモール」では、ちょっと遅いお買

い物のときに子どもたちと楽しめます。 

「ひろしまドリミネーション２０２２」 

「備北イルミ」「みろくの里キラメキノセカイ」 

 

「植物公園」「マリーナホップ」 

「イオンモール広島府中・広島祇園」 

 

「JR 緑井駅周辺」「新庄町川土手辺り」 

「広島経済大学興動館」 

 



「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ます。 

親子で一緒に楽しめるあそびのヒントをお届けしていただきます。 

こんにちは！！ひゅーるぽんです 
 

紅葉の季節も過ぎ、すっかり肌寒い冬。 

寒くなると、それにともなってついつい「ちょっと公園へ」という気持ちにもなりに

くい（大人だけですが）ですよね。しかし冷たい外気を吸い込み呼吸することも、子

どもにとっては心肺機能を鍛えることにつながるという話を聞いたことがあります。 

「寒いね」「ぽかぽかあったかいね」といった温度差も身体の交感神経と副交感神経

のスイッチをON、OFFにする練習になり、たくましい身体づくりにつながります。「こ

どもはかぜの子」ということばがあるように、お外に出て風にあたることで気持ちも

すっきり。「１日一回は外気に触れる。」ぜひぜひ毎日の習慣にしてくださいね。 

 

そして、またまたコロナも広がりをみせてきました。いつも書かせていただくので

すが、このコロナ禍で一番しわ寄せがきているのはこどもたちの日常です。１日も早

く安心できる日常にするために、大人は責任をもって取り組んでいかないといけない

なと思います。手洗い消毒・マスクですね。 

 

 

 

◆ 資源ごみに出す前のひとあそび「段ボールあそび」◆ 
 

今回、ご紹介する遊びは、資源ごみに出す前のひとあそび。 

ガムテープがあれば、小さめの段ボールも連結させてトンネルあそび。 

 

こどもさんを段ボールで隠して「いないいなばぁ」と 

段ボールを持ち上げる遊びもとっても楽しいですよ。 

 

ただし資源ごみに出すときは、 

ガムテープははずして出してくださいね（笑） 

 

                 （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。 

 

令和 4 年度 安佐南区社会福祉協議会子育てサークル相談事業 

 

「子育てサークルって、どんなことしているの？」 
「サークルはどこでやっているのかな？」 
「はじめてのサークル役員・・・何してあそんだらいいのかな？」 

・・・みなさんのそんな声に答えます(^^)/ 
 

子育てサークル模擬体験 ＆ サークル活動情報交換 
 
 
 

日にち：R4.12/20（火）・R5. ※1/17（火）・2/28(火） 

時 間：10 時から 11 時 30 分まで 

場 所：安佐南区総合福祉センター 5 階 （安佐南区中須 1-38-13） 

対 象：子育てサークルに関心のある親子 （定員 6 組） 

申込問合せ：安佐南区社会福祉協議会  電話 082-831-5011 

※開催月の１日より、事前にお電話でお申込みください 
※1/17 は、“ボランティアウィーク”期間中の特別企画の予定です。 

持ち物：動きやすい服装で、必要に応じて飲み物をご持参ください。 

 

《 MaMa ぽっけの活動内容の紹介 》 
① 年に 4 回、サークル活動や子育て情報について 通信の発行  
② サークル模擬体験や紹介・活動相談  MaMa ぽっけ サロン & 出張ＭａＭａぽっけサロン 

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 子育て世代への防災情報発信 「ママの防災知恵袋コーナー」「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応援 「親子の絆づくりプログラム“赤ちゃんがきた！（BP1）」 

MaMa ぽっけサロン 
 


