
 

 

 

 

 

発行日 2019.10.23 

〈事業報告〉 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊9/24（火）おしゃべりひろば（いろは遊学館 児童室） 

参加：阿部・小田野・金子・栗原・小嶋・小林智（あすは）・小林美・齋藤亜（ちず）・橘・田中裕・長井 

 

今回のおしゃべりひろばでは、かんてんぱぱ商品の試食会をしました。 

初の試みで、準備をしてくださった方々は大変だったと思います。 

ありがとうございました。どれもとても美味しくいただきました。 

また、いろはまつりの準備と、クリスマスコンサートの準備もしました。 

みなさん、手際よく着々と進み、楽しい時間でした。 

今後もおしゃべりひろばでいろんな方と楽しくおしゃべりしたいです。 

お時間ありましたら、気軽に足を運んでくださいね。（小嶋） 

＊10/3（木）応援しよう赤ちゃんファミリー（いろは遊学館） 

「親子体操でリフレッシュ」 講師：柏彰子先生 

参加：36 組（兄姉 3 人・新規 13 組）  スタッフ：阿部・小林智（あすは）・田中裕・土山・長井・

浜田・深澤・増田（ヘルプ：小野田・佐藤さ ※ありがとうございました！） 

 

よいお天気に恵まれ、たくさんの親子が親子体操に集まってくれました。 

その数３６組！講師の柏先生も驚かれるほどの多人数でした。 

赤ちゃんがいると自分の体のことなんて二の次で運動からは 

遠ざかっていたらしいママ達。前半の親子での体操、子どもと 

離れての束の間のティータイムの後はエネルギー全開！ 

大人だけで存分に体を動かしてリフレッシュしていました。 

ママと離れている間、子どもたちはちょっと悲しそうでしたが、 

スッキリした表情のママが迎えに来てくれてニッコリ。 

皆元気に帰っていきました。（浜田） 

 

※先月予定されていた「赤ちゃんとスマホの上手な付き合い方」が中止になったため、今年度の赤ちゃん

ファミリーの最後の回に改めて、笠松先生に「赤ちゃんとスマホの上手な付き合い方、パート２」をやっ

ていただけることになりました。３月５日（木）の「ふれあいあそび」が変更になります。 

 

＊9/25（水）赤ちゃんと絵本のふれあい（宗岡公民館） 

参加：大人 8 名、子ども 9 名  スタッフ：阿部 

 
とーってもたくさんの方に参加していただきました♪赤ちゃんと絵本の 

ふれあいで、くり返し遊んでいる「りんごがころころ」からスタート！ 

来てくれている親子にお歌が定着してきて、お母さんたちも歌を 

覚えて楽しんでいました！「ころころおむすび」では、最後に 

フエルトのおにぎりも登場！もぐもぐまねっこも楽しみ、指を使って 

遊びながら見る絵本「つつつつつー」ではみんな興味津々！ 

「東京都日本橋」のふれあい遊びの後に「どんどこどん」 

「もこもこもこ」の 2 冊を読みました。 

このところ毎月参加の方が増えたり、いつも参加してくれる子が 

いたりと、この時間が定着して、楽しみにしてくれているのを感じました♪（阿部） 

 

  ひろがる輪通信 11 月号 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊10/3（木）10（木）17（木）なかまほいく（柳瀬川図書館） スタッフ：小西、小林美、松尾 

 

第 1 回（10/3）参加：子ども 15 名、大人 15名 プロジェクトチームより：大東、宮部 

「はじめまして」の初回は元気に全員出席！「体操」や「ふれあいあそび」「読み聞かせ」の合間に「写

真撮影」や「ママたちとの打合せ」と盛りだくさんでした。1 才代前半を中心に 8 カ月から 3歳までの好

きに動き回りたい盛りの子どもたちは、お部屋の隅っこや机の下まで興味津々で探索活動！これから 3 か

月間このメンバーで楽しい時間を過ごします。 

 

第 2 回（10/10）参加：子ども 15名、大人 14 名  

みんなの大好きなお花紙でダイナミックに遊んだ後は、 

ハロウィンのジャックオーランタン🎃デザインのヨーヨーを 

作りました。シフォン布や大きな布のあそび等も楽しみました。 

 

第 3 回（10/17）参加：子ども 13名、大人 13 名 

「新聞紙でこんなに⁈」という位、子どもたちがよく遊びました。 

また、毎回たくさん用意して下さっている図書館のおすすめ絵本 

を親子で楽しむ時間…温かい空気が流れていました。 

ママたちが他の子に関わる姿が自然に増えてきて「なかま」になってきました。（小西） 

＊10/8（火）ひろがる輪のおたのしみ（西原子育て支援センター） 

参加：大人 13 名、子ども 15 名  スタッフ：小西・白川・橘 

 

ひろがる輪のおたのしみを目指して来てくれたお友達もたくさんいました。 

はじめに、やぎさんゆうびん。歌とパペット、楽しかったね。 

絵本も『おめんです 2』では、呼びかけに大きな声で答えてくれて 

いました。「トントンあんぱんまん」一緒に手遊び、目は一生懸命 

アンパンの指人形を追いかけていました。 

最後の大布では「どんぐりころころ」。 

どんぐりのお土産付きでありがとうございました。 

今月も楽しい時間を過ごしました。（岩﨑） 

＊10/10（木）17（木）おやこ広場（宗岡公民館） 

10/10（木） 参加：16 組 スタッフ：小笠原・阿部 

10/17（木） 参加：13 組 スタッフ：小笠原・阿部・土山 

 

宗岡公民館主催のおやこ広場（子育て連続 5回講座）のうち 

2 回目と 3 日目をひろがる輪が担当しました。 

春の参加者たちが、お友だちを誘ってまた参加してくれたり、 

初参加の方も多く、今回 19 組の申込がありました。 

親子であそびながら仲間づくりが目的の講座で毎回親子の 

ふれあい遊びや読み聞かせを行いました。 

普段お家ではできない遊び、ダイナミックなボール遊びや 

スタンプ遊びは 1 歳児には刺激的だったようです。 

前半は親子でやり取りを楽しみながら、 

後半にはママたちの座談会も入れて情報交換も行い 

親子ともに笑顔がいっぱいの講座でした。（小笠原） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈連絡事項〉 

＊応援しよう赤ちゃんファミリー 10：00～11：30 いろは遊学館 

11/7（木）「助産師さんのお話し（赤ちゃんの病気とその対応）」 

12/5（木）「赤ちゃんの絵本の読み聞かせ」 

スタッフ登録の方は、9：30 いろは遊学館 第１研修室集合 

事前準備、受付、保育等…お手伝い頂ける方は田中までご連絡お願いします。 

スタッフ登録者は欠席時のみ連絡を（携帯 090-5652-7701／tentama0901@gmail.com） 

 

※報告事項でも載せていますが、９月に開催できなかった「赤ちゃんとスマホの上手な付き合い方」を 

３月の赤ちゃんファミリーで開催することとなりました。 

各支援センターのチラシの訂正&広報をよろしくお願いします。 

⇒「ふれあいあそび」を消して、「赤ちゃんとスマホの上手な付き合い方 パート２」へ書き換えを 

お願いします。 

  

※来年度の赤ちゃんファミリーの日程が決定しました。 

  ４月休 5/7（木） 6/4（木） 7/2（木） 8 月休 9/3（木） 10/1（木） 11/5（木） 

  12/3（木） 1 月休 2/4（木） 3/4（木） 10：00～11：30 

  来年度も赤ちゃんファミリーをよろしくお願いします。1 回だけの参加も大歓迎です！！ 

  

＊10/19（土）20（日）いろはふれあい祭り（いろは遊学館） 

 

10/19（土） 10：00～14：00（児童室） 

支援センタースタッフ：岩﨑・長井・吉田美  こどもスタッフ：阿部そうた・かんな、 

小林よういちろう・あすは、田中ゆずき、播磨あおは・ましろ、 深澤こうへい・しゅんぺい 

ボラ運・お手伝い：阿部、金子、小林智、田中裕、長井、播磨、深澤 

立ち寄ってくれた方：大東ファミリー、加藤ファミリー、北澤、齋藤亜（ちず・じん）、 

白砂（はやた）、田村、土山（ちひろ）、宮部父（れい） 

一般参加：小学生 38名 大人 12名 乳幼児 14 名  

 

心配された雨も上がり、陽が差す時間帯もある中、第 17回いろはふれあい祭が開催されました。 

今年、ひろがる輪は「絵合わせゲーム～えらんでポン～」をしました。会員のお子さんが、志木小の子

ども達と「絵合わせ絵合わせ、フルーツ（、。どうぶつ）」と言いながらペープサートを出し、 

絵が合ったら lucky✩と言って盛り上がりました。 

また、おやこ劇場さんのフィールドビンゴのポイントにもなり、 

あすはちゃん・ましろちゃん・さんまある利用者の渡辺さんの 

お子さんが小学生に沢山抱っこしてもらいました。 

笑顔でいっぱいの 1日でした。 

解散後、残ったメンバーで「阿部そうたくんかんなちゃんに 

よる HIPHOP」「田中ゆずきちゃんによる空手」の発表会を 

しました♪お子さんの才能って素晴らしいですね！ 

今後が益々楽しみです。（長井） 

 

10/20（日） スタッフ：栗原・長澤 

マコロンと動物ビスケットの販売を行いました。来場者の人に声をかけてお話ししたり、一緒にやって

いる人ともおしゃべりして、本当にふれあい祭りでした。（栗原） 

mailto:携帯090-5652-7701／tentama0901@gmail.com


 

＊11/22（金）市長ふれあいミーティング 担当：大東・宮部 

毎年恒例となりました香川市長と意見交換を行う市長ふれあいミーティングを開催します。 

今年度は、理事および事務局長のみの参加となります。 

限られた時間となりますので、事前に届けたい意見がある方は担当宮部もしくは大東までご連絡 

ください。 

 

＊11/26（火）おしゃべりひろば 10：30～14：00（ホール→第 1 研修室） 

クリスマスコンサートの練習・準備を行います。いろは遊学館の予約の関係で、午前と午後、会場が 

異なります。午前中はホールで出演者・演目メインでの練習（ホールの後ろで製作物もあります）。 

午後は第 1研修室で作り物がメインとなります。午前中だけ午後だけの参加も大歓迎です！ 

次回は 12/4（水）ホールでの練習になります。 

 

＊12/15（日）クリスマスコンサート （いろは遊学館 3階ホール） 

会場 10：40 開演 11：00 終演 11：50 

今年もひろがる輪のメンバーで開催します。スタッフや子ども達による歌や踊り、パネルシアターなど 

赤ちゃんも楽しめるような演目を予定。ゲストは 2 年前に出演していただいた「ソプラノ歌手 進藤麻衣

さん」と昨年出演していただいた「ピアノ演奏 加藤綾音さん」です。子ども向けから大人向けまで、 

幅広い歌を届けていただきます。出演されない方もぜひ見に来てください。 

 

今後の予定⇒・志木広報 11 月号掲載 

・11/1（金）ポスター貼り出しスタート 

※各支援センターも 11/1 より、ポスターの貼り出し・チラシ配布をお願いします。 

・11/12 申込み受付開始（先着 50組/1 家族 1 組） 

 

〈報告事項〉 

＊NPO 会議関連 

労務相談（9/28 小笠原・鳥海）いろはスタッフ会議（10/7・21）いろは運営会議（10/4・11・18） 

社会福祉協議会赤い羽根共同募金街頭募金活動（10/1 小西）西原運営会議（10/1・15） 

西原スタッフ会議（10/1・15）個別ケース会議（10/3 小笠原・金子・山下） 

支援センター会議（10/4 小笠原・白川・山下）三役会（10/8） 

ぷちまあるスタッフ会議（9/26・10/9・23）ボランティア運営会議（10/10）理事会（10/16） 

 

 

発行責任者：塩沢夕起子（090―8944―2458／yuki-sio.7608@docomo.ne.jp） 

 

担当：田中裕子 

原稿用アドレス： letter@hirogaruwa.com（通信の原稿はこちらまで送信して下さい） 

＊ご不明点、ご意見等ございましたらお知らせください＊ 

mailto:letter@hirogaruwa.com


 

 

 

今月は、深澤美津江さんです。 

 

 

こんにちは、深澤美津江です。 

私の息子達は、４才（幼稚園年少）、８才（小学校２年生）のとても元気な兄弟です。 

先日、運動会前に、下の子が高熱でダウン。色々検査しても何も出ず幸い熱はすぐに下が

り、ホッと胸をなで下ろしたら、今度は台風、何かと心配な日々でした。  

 

２学期は行事が多いので、もう１１月が迫ってきて、１年早いなーとしみじみ思います。  

 

志木に引っ越してきて、７年経ちます。  

 

2015 年の１０月にひろがる輪の仲間に入り、４年が経ちました。  

その間には、ひろがる輪の事務局の仕事を手伝う様になったり、まんまあるの有償ボランテ

ィア、赤ちゃんファミリーのボランティアスタッフなど、まさか自分がこんなに子供と関わ

るようになるとは想像もしませんでした。 

私は、人見知りなので、ママ達の中に上手に入って話しかけたりはまだまだ苦手ですが、  

子供は可愛い！！泣いていても何していてもです。  

それが自分の子供だと・・・。まだまだ修行が足りない様です。 

 

これから、自分の子供達が成長していく中で、自分も何か身に付けたり、学んでいき、色々

と吸収していけたらなぁと漠然と思っています。  

今まで、これをやっていきたい！！とピンと来る事にはまだ出会えていないので、出会える

事を楽しみに待ちたいと思います。  

 

そんな中でも続けてみようと思ったことは筋トレ！！いくつになっても筋肉貯金は作れるら

しいです。でもそもそも筋肉無いので、ゆるーくやっています。毎日少しだけでもって簡単

なものだけに絞って隙間にこっそり（笑）やはり、健康でないと何事も始まらないので。  

毎年、健康診断や、がん検診で引っ掛かりませんが、そろそろ人間ドックも受けた方が良い

のかな～？と思ったりもしています。どなたか良い病院知っていたら教えてください！！  

 

こんな私ですが、これからも、微力ながらひろがる輪の活動をお手伝いしていきますので、

どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

来月は、小田野敬子さんです。 
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