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８3 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！ 

83 号のトピックス 

◆活動報告「ボランティアウィークあさみなみ 2022」

「ふたごちゃんの集い」「にちようびサロン」 

◆みんなの紙芝居

「なっちゃんのランドセル」ホームページが完成しました

◆メンバーおススメ＊桜のキレイなスポット紹介

◆こんにちは！！ひゅーるぽんです

  ～ 親子でだるまさんがころんだ！ ～ 

ホームページ Instagram Facebook 



MaMa ぽっけの活動を紹介します！ 

 

その１．1/16～1/22 

安佐南区総合福祉センターにて 

ボランティアウィークあさみなみ ２０２２ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜ボランティアウィークバージョン 
MaMa ぽっけサロンで参加しました！＞ 

 

1/17(火) 会場内を机で仕切り、「ふなき福祉園」さん（安佐南区相田、生活

介護・就労継続支援 B 型施設）と合同でのサロンでした。ふなき福祉園の利用者さん 3

人とスタッフ２人が、物品販売やさおり織り体験の場を提供くださいました。また、手

づくりの布おもちゃなどを作成されている「ちくちくの会」さんは、作られたおもちゃ

を提供くださり、メンバーさんが一緒にあそんでくださいました。 
サークル紹介だけでなく、いろんな体験ができるとっても楽しい時間となりました。 

ママが体験やお買い物をしている間は、メンバーやちくちくの会の方とあそんだり、

いろんな人がつながるステキな空間となりました。 

 ボランティアグループメンバーさんからの手づくり大根のプレゼントもあり、私た

ちメンバーも運営メンバーのはずなのに、参加 

者になって楽しんでお買い物をしたり、とって 

も楽しかったです。プレゼントの大根をもって 

センター内をウロウロしている人をみて、親子 

さんが足を運んでくださり、子育てサークルの 

紹介をさせてもらったり、素敵なハプニングも 

いっぱいでした。 

 

＜紙芝居「なっちゃんの 
ランドセル」も登場！＞ 

1/18（水）「忘れまーで 8.20 万一に備えて振り返ろう」と題して、防災・災害ボ

ランティア活動支援チーム広島（５K チーム）と、運転ボランティアうさぎ会さんが、

催しの中で紙芝居を上演くださいました。こうして、いろんな人たちに紙芝居を演じ

ていただけること、本当にうれしい限りです。救急救命法講習で AED の使い方を学ぶ

こともできました。 



その２．9/27 公募型常設オープンスペースコーぷらざ西風新都 

12/8 常設オープンスペースオアシスあさみなみ 

ふたごちゃんの集い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その 3．７/3・9/11 安佐南区総合福祉センターにて 

にちようびサロン 
 

 

 

 

 

 

 

＜子育てサークル“ふたりっこ”出身メンバーで 
情報交換のお手伝い参加してきました！＞ 

 

9/27 には 8 組さん、12/8 には 9 組さんの双子ちゃんをもつママやパパが参加くださ

いました。数年前までは、多胎児をもつ親子さんを対象とする子育てサークル“ふたり

っこ”さんが親子をつなぐ大きな役割を果たしていましたが、活動が休止し、その貴重

な機会が減少してしまっていました。そこで、安佐南保健センターと MaMa ぽっけが協

力して、「ふたごちゃんの集い」を開催することができました。双子ちゃん子育ての先

輩ママである 3 人のメンバーが、当日は情報交換の進行をお手伝いしてきました。 

参加くださった方からは、「これから、どうなるのか？どんな成長期になるのか知る

ことができて良かった。」「私だけではなく、他の人も同じように思ってるのだと知れ

て安心した」と。また、参加したメンバーからは「ふたりっこの活動の場で、子ども達

を見守りながら母同士もマッタリおしゃべりしてたこと、あの時間もとっても楽しか

ったなぁ～と思い出しました。今思えばそこで母同士の親睦もまた深まっていたので

すね。」令和 5 年度も、安佐南保健センターさんが「ふたごちゃんの集い」を継続くだ

さるそうです。 

＜みんなが住んでいるまち“あさみなみ”紹介の場 

ファミリーで 地域デビューしてみませんか？＞ 
 

今年度、初挑戦！の活動です。これまでに 2 回実施し、見学を含め 10 組の親子さん

があそびに来てくださいました。パパの参加もあり、みんなで簡単な自己紹介をする

とすぐにおしゃべりが始まり、こじんまりとしたスペースなので赤ちゃんたちもゆっ

たり…、とてもいい雰囲気でした。小学校区ごとの地域の活動紹介パネルや、子育てサ

ークルの紹介パネルを展示してるので、そのパ 

ネルをチャンスに、みなさんが知りたい情報に 

ついてメンバーも一緒におしゃべりを楽しんで 

いただくことができました。令和 5 年度も続け 

て実施できたらと思っています。 



ママもパパも、子どもたちも、みんなで春を楽しもう！ 

MaMa ぽっけメンバーおススメ＊桜のキレイなスポット紹介 
安古市地区より 

① 

安川緑道公園 

（中須 1 丁目 14） 

公園横の遊歩道の桜並木がとっても綺麗。アル

ゾが近いので、おやつ等の買物も可。公園内に

トイレ有。 

② 

長楽寺公園 

（長楽寺 3 丁目１） 

アストラムライン長楽寺駅から下ってすぐ右

手。交通科学館や木のおもちゃ「木ままや」が

近くにあります。 

③ 
毘沙門台南第４公園 

（毘沙門台 2 丁目 10） 

公園付近の道路に桜の木がありとっても綺麗、

眺めもよし。 

佐東地区より 古川の川沿い(すし辰緑井本店裏辺～八木梅林公園辺)に桜並木 

④ 
川内第一公園 

（川内 5 丁目 12） 

川を泳ぐカルガモやシラサギも見られ、ゆっく

り過ごせます。遊具や広場もあり楽しいです。 

⑤ 
八木梅林公園 

（八木 1 丁目 22） 

遊具、トイレ有。シートを広げてお弁当を食べ

るのもおすすめ。 

祇園地区より 

⑥ 
安川緑道公園カニ公園 

（祇園 2 丁目 17） 

安佐南郵便局裏の公園、大きな桜の木が綺麗。

遊具や砂場、広場、トイレあり。 

⑦ 

三角公園 

（東原 1 丁目 19-17） 

太田川と古川に挟まれた場所、毎年近隣の親子

連れで賑わっています。みんなシートや遊び道

具をもってピクニックを楽しんでます。 

⑧ 

平山八幡神社 

（山本 7 丁目 30-34） 

大きなしだれ桜の木が見事です。高い階段をあ

がると、トトロがでてきそうな神社と隣には広

場もあります。 

⑨ 

春日野中央公園 

（山本新町 2 丁目 3） 

大きな遊具から小さい遊具まで揃って、広場で

ボール遊びや川遊びもできます。トイレ、ベン

チ、駐車場、団地内にポプラ有。 

⑩ 
新庄公園 

（西区新庄町 9） 

山本川の桜並木が見えて、川沿いのお散歩もお

すすめ。線路がすぐ、電車も見えます。 

沼田地区より 

⑪ 
広域公園「子ども広場」 

（大塚西 5 丁目 2-1） 

遊具、トイレ、駐車場有。テニスコート側の駐

車場にとめると近いです。 

⑫ 
A シティ遊歩道 

（大塚西 6 丁目） 

タイミングが良いと、桜と雪柳と山吹が咲い

て、3 色で綺麗です。 

⑬ 

桜ヶ峠 

（伴西町） 

こころから戸山、吉山に抜ける峠を古く昔から

『桜ヶ垰』と言われていたらしく、道がつけ変

わっても、植樹されて、今も綺麗です。 

① 

② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ ⑫ 

⑬ 

安佐南区外のおススメ情報！ 



みんなの紙芝居 

「なっちゃんのランドセル」 

ホームページが完成しました 
 

私たちが地域の仲間と共に大切にしている活動、”広島市 8.20 土砂災害”を

絶対に忘れない！みんなの紙芝居「なっちゃんのランドセル」です。2020 年 9

月紙芝居のお披露目からスタートして、これまでに、紙芝居上演のべ 24 か所、

複製原画展のべ 11 か所で行われてきました。活動の報告を紹介するホームペ

ージが出来上がりましたので、ぜひ、ご覧になってみてください。 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページはこちらから、どうぞ！ ➡ 



「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 
 

雪がたくさん降った冬でしたね。 

はじめて雪遊びをしたこどもさんもたくさんいたのではないでしょうか？ 

ひゅーるぽんに通うこどもたちも、園庭に積もる真っ白な雪にびっくり！！冷たい感

触を楽しんだり雪合戦（？）をしたりと冬の遊びを満喫していました。 

そしていよいよ春。初めての集団生活をはじめるご家庭はどきどきですね。 

「お弁当食べてくれるかな？」「トイレいけるかな？」「仲良く遊べるかな？」親の

見えないところで過ごすので親の方が不安でいっぱいです。しかしこどもたちは集団

生活でいろいろなことを吸収していきます。 

「なんとかなるよね」と気持ちおおらかに4月を迎えてくださいね。 

 

 

◆ 親子でだるまさんがころんだ！ ◆ 
 

みんな知っている遊びですが、集団で遊ぶのではなく「親子でだるまさん

がころんだ」。ママやパパは目を隠して「だるまさんがころんだ!」そして子

どもが静止する遊びです。 

意外にヒットなのが、こどもに鬼役をしてもらうこと。静止するたびに変

な格好をしてあげるとそのたびに爆笑。自分が見ていない時の変化が楽しい

ようです。 

ちょっと小さいこどもさんとは目隠しなしで 

いっしょにかけ声をかけながら一緒に「止まる」 

あそびかた。集団遊びはまだ難しくても場面を 

チョイスすることで楽しめる遊びです。 

 

昔を思い出してあのフレーズで遊んでみませんか？ 

        （ひゅーるぽん保育士 川口あけみ） 

 
 

 

 

 

 

 

“広島市８．２０土砂災害”を絶対に忘れない！ 

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 

 

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 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。 

 

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：R5. 3/28（火）・4/25（火） 

時 間：10 時から 12 時まで 

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 

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 
 




