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5、報告 （2）事業報告
事業名
ふぁんふぁんたいむ＆ベビーふぁんふぁんたいむ
目的

【ふぁんふぁんたいむ】家庭ではできないダイナミックな遊びを親子で楽しむ.。
【ベビーふぁんふぁん】 ・子育てスタート期の親子の出会いの場・触れあいの場となる。
・子育ての情報交換やリフレッシュのできる場となる。

日時

【ふぁんふぁんたいむ】原則毎月第 1、3 木曜日午前 11 時～11 時 30 分
【ベビーふぁんふぁん】毎月１回、水曜日午前 11 時～11 時 30 分
（午前 10 時 30 分～11 時までは自由遊びの時間）

主な対象と
参加者数

【ふぁんふぁんたいむ】0 歳～未就学児（1、2 歳がメイン）
【ベビーふぁんふぁんたいむ】0 歳～1 歳 3 カ月

講師・協力者
ボランティア：竹村礼子さん
等

内容

【ふぁんふぁんたいむ】
パラバルーン、制作（あおむし）、縁日（おみせやさんごっこ）、お花紙パタパタ遊び、
サーキット遊び 等
【ベビーふぁんふぁんたいむ】
こいのぼり制作、工作（傘袋人形）、布遊ぶ、楽器遊び、感触あそび（スズランテープな
ど） 等
【ふぁんふぁんたいむ】
・主な流れは、①名前呼び ②手遊び・リズム遊び（2～3 種類） ③メイン活動（上記参
照） ④おはなし（絵本、紙芝居等） ⑤手遊び・終了
・対象は 5 歳児までですが、主に 1～2 歳児が多く参加してくれているため、内容はその
年齢に合わせて実施しています。
・季節にちなんだ制作やイベントを実施し、今年 5 月はこいのぼり制作を行い、完成した
こいのぼりを館内に掲示しました。

様子等

【ベビーふぁんふぁんたいむ】
・主な流れは、①手遊び（2～3 種類） ②ふれあい遊び（2 種類） ③メイン活動（上記参
照） ③交流タイム ④手遊び ⑤終了後、フリータイム（12 時頃まで）
・対象は 0 歳～1 歳 3 カ月としているが、生後 2 カ月くらいの子から参加、毎月楽しみに
参加してくれる方 6～7 割、初めての参加 3～4 割で、20 組近い参加があります。
・後半の交流時には、お子さんの月齢ごとにグループに分かれ、お母さん同士が情報交
換したり、顔見知りになるきっかけづくりになるよう努めています。
両プログラム終了後、参加者から育児相談等を受けられるよう、鶴川地域子育て相談
センターの職員が会場を回ります。

ベビーふぁんふぁんたいむ

ふぁんふぁんたいむ
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事業名
目的

日時
主な対象と
参加者数

夏のすくすくパーク
・子どものペースや発達に合わせて自由にのびのびと遊ぶ。
・暑い夏も身体を動かせる機会を設け、親子でのコミュニケーションをとったり、お友達と
遊んだりしながら、様々な体験をする。
2022 年 8 月 4 日(木)、28 日(日)

午前 10 時～11 時 30 分

0 歳～未就学児とその保護者（4 日：33 組、28 日：44 組）

講師・協力者
等

内容

トランポリンやマット、滑り台などをふらっぷ(体育館)に置いておき、自由に遊ぶ。

・4 日(木)と 28 日(日)の 2 回実施したが、どちらも大盛況で開館前から『夏のすくすくパー
ク』を目当てに来館してくださる方が多くいらしゃいました。
・8 月は、毎月実施している『すくすくパーク』の夏休みバージョンで実施。いつもの内容
に加え、ボールやフラフープなど、いつもは受付で貸し出している玩具も自由に使用で
きるようにし、密にならずに好きな遊びで遊べるよう配慮しました。
・28 日は日曜日だったこともあり、お父さんとお子さんだけで来館する方や、家族連れで
遊びに来てくれる方が多くみられました。
・常連さんだけでなく、初めて来館してくださった方もいて、乳幼児親子につるっこを知っ
てもらう良いきっかけとなったと感じました。

様子等
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事業名

鶴涼祭

目的

・来館者に楽しい時間を提供する。
・たくさんの人につるっこ子ども委員会の活動を知ってもらう。
・子ども委員会のメンバーが、主体的に、力を合わせてイベントの企画・準備から実施ま
でを行うことで、達成感を味わい、団結力を高める。

日時

2022 年 8 月 7 日（日）

主な対象と
参加者数

対象：どなたでも

午後 1 時～4 時 30 分

参加者数：256 名

講師・協力者 つるっこ応援し隊、鶴川地区青少年委員、和光大学児童文化研究会「たまてばこ」
等
子ども委員会 OB、町田福祉保育専門学校実習生
内容

様子等

①お化け屋敷 ②うちわ作り ③スタンプラリー ④ドッジボール ⑤さいころパズル作り
⑥水鉄砲射的 ⑦ヨーヨーつり ⑧シャボン玉 ⑨ミニ駄菓子屋さん
【各コーナーの様子】
①お化け屋敷･･･整理券が早々に無くなる程人気で、整理券が無い方も入場できるよう
急遽対応しました。
②うちわ作り･･･丸く切った板目紙にペンで絵や模様を書いたり、マスキングテープを貼っ
たりたりして、自由にデザインしていました。じっくりと時間をかけて作る様子も多く見受け
られました。
③スタンプラリー･･･館内と芝生広場 5 か所に置いてあるスタンプを、台紙に集めて楽し
みました。計 123 名もの参加がありました。
④ドッジボール･･･小学校低学年から中高生まで 30 名以上の参加、白熱していました。
⑤さいころパズル作り･･･整理券が無くても参加でき、作ったら遊べるのでとても嬉しそう
でした。青少年委員さんと話しながら、楽しそうに作っていました。
⑥水鉄砲射的･･･射的の的の他、たまてばこのスタッフに当てて喜んでいました。
⑦ヨーヨーつり･･･１人１個ヨーヨーがもらえました。用意した 200 個が無くなりました。
⑧シャボン玉･･･ とても人気でシャボン液が足りなくなり、作り足していました。
⑨ミニ駄菓子屋さん･･･ラムネを空けるのが、初めての子に応援し隊の方が丁寧に教え
てくれるなど、和やかな雰囲気のお店になりました。

↓たまてばこ
ヨーヨーつり

↓青少年委員
さいころパズル

↑応援し隊
ミニ駄菓子屋さん

↑子ども委員会
うちわ作り
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事業名

まちけあ★キッズ かいごのお仕事体験 in 子どもセンターつるっこ

目的

・様々な体験を通して、介護のお仕事に興味や関心を持つ。

日時

2０22 年 8 月 1 日（月） 午前 10 時 15 分～正午

主な対象と
参加者数

小学生 17 名 （保護者 8 名

幼児 1 名

計 26 名）

講師・協力者 町田市介護人材開発センター、いきいき生活部いきいき総務課、福音会、清風園 10 名
等
学生ボランティア（野津田高校） 10 名、 先生 2 名

内容

① 介護福祉士体験
② 看護師体験
③ 管理栄養士体験
・事前申込で定員近い 17 名の申し込みがあり、当日は 3 グループに分かれて体験コー
ナーを順番に回りました。保護者の方や兄弟の幼児さんも一緒に参加して見学してくだ
さいました。
・介護士体験では今回、初めて介護リフトも持って来て下さり、実際に乗ったり操作をして
みたりと体験出来ました。
・看護師体験では白衣を着て、聴診器を使ってみたり、体温計やパルスオキシメーターに
触れたりして、問診のロールプレイをしました。
・栄養士体験では手洗いチェッカーを使って実際に手洗いをして汚れが落ちているかどう
かを見てみたり、とろみ付けの体験をしたりしました。
・今回は野津田高校の学生ボランティアさんが 10 名と先生 2 名が参加してくださいまし
た。開始時にグループごとのレクリエーションを参加者の子ども達にしてくれたり、受付や
体験コーナーのお手伝いをしてくださったりと活躍してくれました。

様子等
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事業名

Let's play with vegetables!!
野菜であそぼう！野菜スタンプで布バックを飾ろう！

目的

・野菜スタンプでの制作活動や英語のビンゴなどを通して、多文化理解のきっかけと
する。
・活動を通して、地域の方と子ども達が関わりを持つ。
・地域団体との連携や団体の支援を通して、地域とのネットワークを拡充する。

日時

2０22 年 8 月 26 日（金） 午前 10 時 15 分～11 時 45 分

主な対象と
参加者数

0 歳～18 歳（就学前は保護者同伴）定員 20 名
（乳幼児 8 名、小学生 12 名、保護者 10 名）

講師・協力者
多文化クラブＤＡＮＲＯ 西田さん
等

内容

① 野菜スタンプを押して、オリジナルのデザインバックを制作
② 英語ビンゴ
・皆さんの関心が高く、すぐに定員が埋まるお申込があり、キャンセル待ちが出るほどで
した。
・初めの挨拶や会話の中で、時折英語を交えて会話をしてくださり、子ども達も英語で質
問に答えていたりと、英会話を楽しむ姿が見られました。
・また、家族で参加してくださった方も多く、外国人の方と英語でおしゃべりするのを楽し
みに参加してくださった方もいらっしゃいました。
・ゴーヤやオクラ、玉ねぎ、長ねぎなどの野菜スタンプを使って布バックに模様をつけて
行きました。子ども達の創造力は大人の想像をはるかに超えて、素敵なバックが出来上
がっていました。
・スタンプが乾くまでの間、館内で英語ビンゴを開催。野菜などを英語と絵で表したカード
を探して遊びました。

様子等
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