舎利寺地区の親子サークルは、舎利寺会館で実施さ
れています。じゅうたん敷きの広間ではたくさんのお
もちゃを用意し、民生委員の方々が出迎えています。
ゆったりとした雰囲気の中、子どもたちが音楽にあわ
せて踊ったり、夢中になっておもちゃで遊ぶ姿を親や
スタッフがあたたかく見守っていました。
そのあと、生野子育て支援センターの保育士さんが
手遊びを提供し、子どもたちとふれあい、スタッフも
遊び方の助言を受けていました。保健師などの専門職
とも連携をとり、育児中の母親が安心して子どもと訪
れることができる居場所となっています。
スタッフのみなさんは「お母さんたちとのだんらん
を大切にし、たくさんの方々に利用してほしい」と話
されていました。

田島子育て支援サークルは、田島小学校の多目的教
室で開かれています。９月はあいにくの雨で少人数で
したが、毎回５～６組の親子の参加があります。
たくさんのおもちゃやぬいぐるみで、子どもたちが
思い思いに遊んでいます。たっぷり遊んだあとは、水
分補給を欠かさず、おやつをほおばる子どもたちの笑
顔や見守る母親・スタッフたちのアットホームな雰囲
気が心地よく感じました。
利用されているお母さんたちは、「子どもたちが広
いスペースで走り回れるのがうれしい」「うえの子ど
もからずっと利用しています」と話され、保健師さん
やスタッフとなごやかなひと時を過ごされていました。
身近な集いの場として、たくさんのお母さん方に利
用していただきたいです。

生野区地域福祉アクションプラン 子ども部会では、子どもたちの健やかな成長、子育てに
関る全ての方に子育てを楽しんでいただけることを願って「いくみん通信」をお届けしていま
す。保存版ですので、どんどん集めてくださいね♪

舎利寺地区 親子サークルねむの木

田島地区 田島子育て支援サークル

会場はソカイ道路を西に入った老人憩の家でおこなわれて
います。この日は４組の親子が参加されていましたが、多い
日には１０組くらいのときもあるということでした。順次親
子が集まってきて、まずはおもちゃやブロックで遊んで、子
どもたちが場になじむように配慮し、ゆったりと伸びやかに
１人遊びを楽しんで過ごしています。
プログラムとしては、季節を味わう「こいのぼり、七夕、
クリスマス、ひなまつりの製作」などを取り入れています。
時には区の保健師さんに来てもらい健康面や予防注射の相談
もしています。
近所には生野子育て支援センターもあり、参加人員は少な
いですが、このサロンが親子同士の交流の場であり、グルー
プが自然とでき、口コミで広がって、子育てに悩んでいる母
親も自然体で情報交換ができます。子育て中の母親のストレ
ス解消に繋がっているということでした。これからも気軽に
ご参加いただければと思っています。

さて、今日は
どこ行こっかな？

まだ、夏の暑さが残る９月の第３木曜日、にこちゃ
んクラブにお邪魔しました。生野東公園に隣接の会館
で開催されており、ガラス戸の入り口から中で楽しそ
うに遊んでいる様子がよく分かり、入りやすい雰囲気
です。たくさんの子ども達がスタッフ・お母さん方に
見守られながら好きな遊びを楽しんでいました。
参加されたきっかけは、「友だちに誘われて…」
「上の子も利用していて…」「ポスターやチラシを見
て…」とさまざまです。「子どももこの場所が好きで
喜んでいるし、ママ同志の交流もできていいですね」
とお話を聞かせていただきました。ふれあい遊びや絵
本も楽しんでいましたよ。
１０月にはみなさんでハロウィンの飾りを作るそう
です。スタッフの方より「みんな遊びにおいで～！」
とのメッセージです。

コロコロくらぶは、第２金曜日１０時～１１時３０
分に林寺センターで行われています。場所が公園の中
なので、公園で遊んでいる親子の方にも声をかけて参
加していただくこともあります。
参加者カードを作成し、親子・ボランティアとも名
札を付け、名前を覚えてもらって、街角で出会った時
も親しみやすく、声をかけられる間柄になっています。
「子どもの少ない地域にこんなサークルがあるのは，
友達ができてありがたい」という、お母さんの声でし
た。
毎月、ぬり絵カレンダーを保護者の方に作ってもら
い、来月のサロンの日に○印を付けて持って帰って、
次回のサロンにも来てもらえるよう、工夫しています。
お天気の悪い日でも、友達と遊べるのが楽しく、動く
おもちゃが多いので、にぎやかで、子どもたちも、楽
しそうでした。
急なお葬式の場合は２階の図書室でおこないます。

西生野地区 親子のふれあいサロン

生野地区 にこちゃんクラブ

林寺地区 コロコロくらぶ
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舎利寺ネットワーク委員会 電話：６７１２－９２２７

東桃谷幼児の園 電話：６７３１－０３５０
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御幸森会館・老人憩の家 電話：６７１１－５６００

鶴橋会館・老人憩の家

民生委員長 奥村さん 電話：６７１６－１４０４

林寺２－１６－３

民生・主任児童委員 塩川さん 電話：６７５２－２１０２
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巽南１－１５－２９
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民生・主任児童委員 杉浦さん
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民生・主任児童委員 北角さん
藤原さん
民生・主任児童委員 浅田さん
松田さん

巽東ネットワーク委員会

東小路会館・老人憩の家 電話：６７５２－８４３４

小路会館・老人憩の家

民生委員
山根さん 電話：６７１９－６８３８
主任児童委員 寺田さん 電話：６７４１－６２９４
新今里２－１２－３５ 民生委員長
中村さん 電話：６７５１－１７９５

田島３－７－３８

生野西４－４－１６

生野南と中川地域では、平成２４年１２月現在休止中となっています。

生野区子ども・子育てプラザ

巽南会館・老人憩の家

れんげ会館

新巽東会館・老人憩の家

東小路会館・老人憩の家
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民生委員
北山さん 電話：６７１２－５１４５
主任児童委員 松林さん 電話：６７３１－０３１９
生野東３－１０－３１ 生野会館・老人憩の家 電話：６７３１－０３５７

勝山南４－１３－１

勝山北３－４－３３
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桃谷１－２－３９

小路小学校（多目的室かいきいき教室） 小路２－２４－２０

東中川会館・老人憩の家
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今回のいくみん通
信は⼦育てサロンの
４３１
特集号で、⽣野区全
体の⼦育てサロンを
生野特別支援学校
掲載しています。
⼦育てサロンは就
⑭
学前の⼦どもと保護
者・妊娠中の⽅など、
育児に関わる⼈が友だちの輪を広げ
る場所と機会を提供しています。
回覧板や地域の掲⽰板で⾒たこと
はあるけど、申込みしなくていいの
かなど、よくわからなくて参加をた
めらっている⽅、いちど参加してみ
ませんか？お住まいの地域以外のサ
ロンにも参加できます。
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⑫

林寺会館・老人憩の家（林寺センター）

※ 急なお葬式が入った場合など、変更となる場合がありますので、ご確認ください。
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いくみん(育皆)

子育てサークルは東小路小学校の北側にある老人憩の
家で開かれています。主任児童委員の方々が、たくさん
のおもちゃと、親子で安心してくつろげるスペースを用
意し、月１回あたたかく出迎えておられます。保健師さ
んや保育士さんも参加され、育児での心配ごとや子ども
たちの様子などを、リラックスした雰囲気で話せる場と
なっています。
この日参加されていたお子さんは、見守る大人たちに
満面の笑みを見せ、一層なごやかな雰囲気にしてくれ、
お母さんも「親同士、子ども同士のふれあう機会がなか
ったので、気軽に相談もでき、月に一度の楽しみになっ
ています」と笑顔で交流を楽しんでおられました。
児童委員さんは「一人一人の参加者を大事にし、お母
さんたちが気分転換できるなごやかな場となるようにこ
れからも続けていきます」とのこと。ぜひお気軽にご参
加ください。

東小路地区 子育てサークル

北巽地区子育てサロン「ポットほっと」は、北巽地区
民生委員と生野区子ども子育てプラザが連携して行って
います。
子育てプラザでは、毎日つどいの広場が行われていま
すが、そのうち第２火曜日にスタッフが訪れ、「ポット
ほっと」として地域のお母さんや子どもたちと交流の場
を持っています。
毎年７月は七夕祭りで、皆さんと一緒に七夕飾りを作
って、持ち帰ってもらっています。
ここは場所も広く、自転車や三輪車でも遊ぶことがで
き、遊具も充実しているので子どもたちものびのびと楽
しんでいます。
また、子育てプラザでは、ヨガやハンドフットケアな
どお母さんだけが参加する行事がありますが、そんなと
きにもスタッフが訪問し、一時保育で赤ちゃんのお世話
などもしています。
こうしてお母さんたちに子育てから離れた時間を持っ
てもらうことでちょっぴりリフレッシュした後は、また
お家に帰って楽しく子育てをしてもらえればと思います。

北巽地区 ポットほっと

東桃谷の子育てサロン「もこピヨ」は、東桃谷幼児の
園の子育て支援「もこもこ」と共同で取り組まれていま
す。一緒に取り組み始めて８年になるそうですが、保育
園での開催や保育士さんの「遊び」に関するノウハウが
参加しやすい要因ともなっています。
子育てサロンの委員さんも積極的に関わりを持たれて
いて、参加者からは「赤ちゃんを見てもらえるので、い
つも後回しになってしまう上の子と向き合って遊べるの
がありがたい」「委員さんたちがいてくれるだけで場が
和む。「子どもが泣いていてもヨシヨシしてくれて子ど
もが警戒しない」「アットホームでいろんな年代の人が
いてくれるのがいい」と好評の声が多数聞かれました。
ちょうどこの日は今年度最後の修了式で、各園に入園
が決まった子ども達をお祝いしていました。委員さんか
らは「うれしいひなまつり」の踊りのプレゼントがあり、
会場いっぱいに温かい雰囲気が広がっていました。

東桃谷地区 もこピヨらんど

巽東地区 のびっこクラブ・親子の集い
「のびっこくらぶ」は、毎回８名の民生委員や主任児童
委員が中心となり、特に地域を限定していませんので、ど
なたでも参加できます。お母さん方が顔見知りとなって、
親子の自然な交流が生まれることを主な目的にしています。
内容は自由あそびが中心ですが、毎月の誕生月の子ども
さんには、歌と簡単な手作りの品をプレゼントしています。
また、参加は就学前までが対象ですが、実際は１歳から
２歳の方が多いです。多い時は９組くらいの参加があり、
少ない時は４、５組の参加となっています。そして、リピ
ーターも多く、上の子どもさんから３年ぐらい参加してい
るという方もいます。
夏には、水あそびを企画しスーパーボールすくいや水鉄
砲を楽しみました。１２月にはクリスマス会をし、毎年サ
ンタさんが登場します。にぎやかな撮影会もあります。で
は、みなさんのご参加をお待ちしています。

５月のやんちゃクラブの日は、小雨が降りあいにくの天
気でしたが、委員やボランティアの方々はかわいいレイン
コート姿の元気な子どもたちを出迎えていました。
開設当初の十年ほど前は、まだ子育てサロンは少なく、
他校区へ見学にいきノウハウを学んだとのこと。小学校か
らは「ぜひ学校を使ってほしい」と多目的室や和室が提供
され、近隣のくるみ愛育園（保育所）からも毎月保育士の
派遣が始まり、保健師の支援も受け充実した内容で続けて
います。クリスマス会には小学校の先生方がサンタやトナ
カイとなり、場を盛り上げてくれるそうです。
参加していたお母さん方は「保育士さんの手遊びやリト
ミックなど、家ではできないことを子どもに体験させられ
ることが魅力」「友だちもでき、みなさんが見守っていて
くれるので安心」と話され、夢中になって遊ぶ子どもたち
を見守っているお母さん方の笑顔がとても印象的でした。

場所が勝山通りプール学院の前という、わかりやすいと
ころにあり、入り口が硝子張りで、外から中のようすが窺
え、入りやすそうです。
「子育てプラザにも行っているが、やっぱり近くにこん
なサークルがあるのはありがたい」という、お母さんの声
でした。
他にも、「子どもが病気の時以外は必ず来ている」「雨
の日、初めて来たけど、家にいるより広々したところで遊
ばすことができてよかった」「友達ができて、子どもの食
事の事など相談できるし、毎月、保健師さんが来られて発
育相談もできるので助かっています」というようなお母さ
んの感想でした。
参加者がほとんどが地域の方なので、これから幼稚園・
小学校とつながっていける場になってほしいです。

小路地区 やんちゃクラブ

よいこクラブの対象は、０歳児から就学前までですが、
０歳から２～３歳までの利用が多いです。主任児童委員や
民生委員、保育士や保健師の方々、区社協が支援していま
す。もうすでに１年以上の利用者もあり、子育て相談や愚
痴なども話せる場となっています。多い時は10組以上の参
加もありますが、少ない時は２～３組なので、また、皆さ
んのご利用をお待ちしています。
特色としては、七夕、クリスマス、ひな祭りなどにささ
やかな手作りのプレゼントを用意したり、いろいろ考えな
がら支援者も心を込めて子育てを応援しています。そして、
何よりお母さん同士がここで出会い、つながりを持って子
育てされるのを支援したいと願っています。

北鶴橋地区 よいこクラブ

６月の梅雨の晴れ間、真青な空が広がるさわやかな天
候に恵まれた日、生野区の最南部にある巽南老人憩の家
を訪れました。道を隔てて公園があり緑豊かな環境のも
と、親子連れが、始まる１０時頃からぼちぼちと集まっ
て来られました。
今回６組の親子が参加されていて毎月平均５組から１
０組くらいであり、近隣の保育園の保育士が手遊びや製
作などをして応援されていました。その後子どもたちが
喜ぶおもちゃで親子共々夢中に遊びの中に入っている様
子を見ました。
このサークルの年間行事では７月の七夕、９月の水遊
び、１２月のクリスマス会、２月の豆まきなどがありま
す。
「今後も何を提供すればよいのか、何人きてくれるの
かと思い考えながら実施している状況です」と話されて
いました。
お世話される皆さんに子どもたちがあたたかく見守ら
れている姿が感じられました。

巽南地区 しゃぼん玉

会場となっているれんげ会館は、地域にある妙蓮寺の
会館をお借りしています。
１０時から始まって、最初の４０分はいろんなおもち
ゃで自由に遊ぶ時間。続いては音楽に合わせて手遊びや
ダンスの時間で、こちらにはエレクトーンなどもあり楽
しい音楽が流れています。「ここでは恥ずかしがってか、
もじもじしてるけど、家に帰ったら習った歌や音楽に合
わせて踊ってるんですよ」と楽しんでおられました。
続いては手作りおもちゃを使った遊び。今回はビニー
ル袋を使った風船で、中で紙吹雪が舞っていました。
「市販のおもちゃだけではなく、毎回簡単な手作りおも
ちゃで楽しんでもらっています」とのことでした。
楽しく遊んでいる子どもたちの横では、お母さん同士
だけでなく、スタッフとおしゃべりしているお母さんも
おられました。「公園に行ってもみんなバラバラで交流
があまりないんです。こちらのほうが交流が持てていい
ですね」などと参加を楽しみにしておられました。

巽地区 ちゅうりっぷ

お邪魔した日は午前中、雨が降っていたのですが、ス
タッフやお母さんに見守られ、子ども達の歓声と笑顔が
“いっぱい”あふれていました。
参加のきっかけは「情報誌を見て…」「民生委員の方
に教えていたただいて…」「公園に来た時や通りがかり
に入口の看板を見て…」とさまざまです。
「スタッフの方が子どもを見守ってくださるので安心
して遊ばせられる」「子どものお気に入りの場」とのお
話も聞かせていただきました。安心できる場でお母さん
同志の情報交換やお話ができる場でもあるんですね。
当日は生野区のマスコットキャラクター「いくみん」
が登場するテレビ放映もあり、みんなで見て「いくみん
体操」をしました。
桃の節句の前日、手作りの雛人形のプレゼントがあり、
みなさん真剣な表情で雛人形の顔を描かれていましたよ。
４月には絵本の読み聞かせの講習会が開催されました。

大きな新今里公園の西側にある東中川会館・老人憩いの
家で開催されています。
♪アンパンマン♪の楽しい音楽が流れる中、小さなお子
さん向けのおもちゃやボールテントがあり、ゆったりとし
た雰囲気で好きな遊びを楽しんでいました。少しお兄ちゃ
んのお子さんが赤ちゃんにおもちゃを渡してくれたり、そ
ーっと触れて“なでなで”してくれたり、ほほえましい姿
に見ている大人も思わず笑顔が…。「上のお子さんで利用
され、今は下のお子さんで利用している方もおられます」
というお話もお聞きしました。
スタッフの方と子育ての話を楽しんでいる方もおられ、
子育ての情報交換の場でもあるんですね。暑い夏には室内
で親子でゆったり遊べる場があるといいですね。どんどん
利用していただけたらと思います。

会場となっている御幸森会館は、前に広い公園が広がり
開放的な雰囲気が印象的でした。時には公園に遊びに来た
人をお誘いすることもあるそうです。室内は床暖房もあり、
寒い時期にも好評ということでした。
毎月第三水曜に開催されていますが、広い会館なので葬
儀があっても休まず実施しているそうです。遊具は委員さ
んや地域の方たちが持ち寄って準備されたそうです。その
遊具も定期的に消毒するなど、安心して遊べるようにとい
う細かい心配りがされています。
年一回は人形劇の上演、５月には保健師さんの歯磨き指
導等、折々の企画もあるそうです。
委員さんたちは「ここを利用されるお母さん同士がとて
も仲がいいんです。情報交換もよくされていますよ」「私
たちとスーパーで会って声をかけあうこともあります。こ
こに来る子どもたちが孫のようでかわいいです」と楽しそ
うにお話してくださいました。

勝山地区 勝山親子サークル

鶴橋地区 えがおくらぶ

東中川地区 親と子のふれあい広場

御幸森地区 にこにこクラブ

