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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

等 
ボランティア協力者 

内容 

【ふぁんふぁんたいむ】ジェスチャーあそび、ツリー帽子制作、サンタ帽子制作、 

サーキット遊び、節分ごっこ、鬼のお面制作 等 

【ベビーふぁんふぁんたいむ】布あそび、ソリあそび、音楽（鈴）あそび 等 

様子等 

【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  

・12月はサンタクロースが登場し、驚いて泣いてしまう子もいましたが、プレゼント（風船）

をもらうと泣き止み、嬉しそうな姿がみられました。 

・１月は、手作りの獅子舞いが登場しました。頭をパクっと噛まれても動じない子もいまし

た。 

・2月の節分ごっこでは、豆に見立てたカラーボールを鬼のパネルに向けて投げて遊び

ました。その後、自分でつくった鬼のいお面を身につけて、かわいい鬼たちがたくさん出

現しました。 

・最近は参加人数が増え、コロナ禍の頃の 2倍（40組近く）参加してくださっています。 

【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しています。 

・プログラムを実施したあとは、母同士の交流の場としています。月齢が近い子ども同士

なので、そこで話が盛り上がり、友だちになる方も多く見受けられます。 

・０歳児の来館が増え、定員 20組を超えて、たくさんの方が参加してくれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふぁんふぁんたいむの様子 

子どもセンターつるっこ運営委員会 

資料 2 
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事業名 パパとあそぼう‼ 

目的 
 ・父親の育児参加支援、父親同士の交流、親子遊びを体験し楽しさを知る機会を 

創出する。 

日時 2022年 11月 20日（日） 午前 10時 30分～11時 15分 

主な対象と 

参加者数 

対象：未就学児と父親（父親以外の参加も可）  

参加者数：37名（参加内訳：父親 12名 他保護者 7名 乳幼児 18名） 

協力者 地域ボランティア１名 

内容 

①ふれあい遊び『いっぽんばし』『バスにのって』『おとなこうえん』 

②交流ゲーム『バースデーサークル』 

交流テーマ『子どものころ好きだったもの・こと』『子どもと一緒にやってみたいこと』 

③親子ゲーム『紙ふぶき』 

④おみやげ工作『もしもしバルーン』 

様子等 

 

 

・定例の乳幼児プログラムに参加しているお子さんは、いつもとの違いに気づき、職員に

質問やリクエストをする様子が見られました。 

・初めて参加する保護者も、積極的に体を動かしたり、他の保護者と交流をしたりしてい

ました。 

・『紙ふぶき』は大きな音が出るゲームですが、子ども全員が参加でき、保護者の方も子

どもの様子を動画に撮ったり、うちわで思い切り床を叩いたりして、楽しめていた様子でし

た。 

・終了時にお土産として渡した工作セットで工作をしたり、遊んだりしてから帰る親子も多

くいらっしゃいました。 

・参加者アンケートの結果、親子ゲームの『紙ふぶき』が好評でした。 

 「子どもも楽しんでいましたし、他の方と交流もできて良かったです。」「今日予定が何も

なかったので、イベントがあって丁度よかったです。」「楽しかったです。」等の感想もい

ただきました。 

 

定番のふれあい遊び『バスにのって』 

 

グループに分かれて交流タイム 
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事業名 つるっこホットフェス 

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 12月 18日（日） 午後 1時～5時 

主な対象と 

参加者数 
対象：どなたでも  参加者数：245名 

講師・協力者

等 

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」 

子ども委員会 OB、町田かるた編集委員会、他ボランティア 

内容 

①迷路 ②クリスマスリース作り ③スタンプラリー ④ドッジボール ⑤マジックショー 

⑥牛乳パックけん玉作り ⑦ボーリング＆わなげ ⑧電車のおもちゃコーナー 

⑨町田かるたで遊ぼう！ ⑩パン等販売 ⑪キャンドルイルミネーション 

様子等 

 

【各コーナーの様子】 

①迷路･･･電飾やツリーや竹灯篭が光る、暗い迷路。ケーキのデコレーションの絵を探す

ミッションも楽しく、繰り返し入る子どももいました。 

②クリスマスリース作り･･･紙皿のリースに自由にシールやリボンなどを貼ったり、クラフト

パンチで穴をあけたり作業を楽しんでいました。 

③スタンプラリー･･･館内をまわりスタンプを 5つ集めるともらえる景品は、光るおもちゃと

大きな風船が人気でした。 

④ドッジボール･･･一時は 30名もの参加があり、盛り上がっていました。 

⑤マジックショー･･･高校生によるトランプマジック。「えーっ！」という声が沸きました。 

⑥牛乳パックけん玉作り･･･作った後、嬉しそうに遊ぶ姿が見られました。 

⑦ボーリング＆わなげ・・・明るい声で、『ふらっぷ』全体が楽しい雰囲気になりました。 

⑧電車のおもちゃコーナー･･･小学生が作ったコースを見て楽しむコーナーと自由に遊べ

るコーナー。じっくりゆっくりと遊ぶ幼児さんが多く、途中からスペースを広げました。 

⑨町田かるたで遊ぼう！･･･町田の事を知ることができ、参加する子どもも見ている大人

も楽しいかるた遊びでした。 

⑩パン等販売・・・鶴川団地のベーカリーのパン 5種。飲食スペースで、おいしそうにほ

おばる姿が多く見られました。 

⑪キャンドルイルミネーション・・・芝生広場にサンタの顔の形に並べたキャンドルを、屋

上から眺めました。風が強くとても寒い日でしたが、沢山の方が楽しんで帰られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑町田かるたで 

遊ぼう！ 

↓たまてばこ 

ボーリング＆わなげ 

↑青少年委員 

牛乳パックけん玉作り 

↓イルミネーション 
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事業名 
ユニカールに挑戦！ 

（12月 ユニカール大会） 

目的 

・ユニカールというスポーツを知る。 

・年代や体力を超えて、誰でも楽しめるスポーツを皆で楽しむ。 

・練習や試合を通じて、色々な年代の人とコミュニケーションを楽しむ。 

日時 原則、奇数月の第四土曜日開催  13時 30分～15時 30分 

主な対象と 

参加者数 
5歳～18歳とその保護者 

講師・協力者

等 
町田市ユニカール協会 

内容 

・準備体操 

・ストーンの投げ方の練習 

・試合 

様子等 

毎回、入れ替わり立ち替わり参加者がみえ

ます。初めて参加してくださる方も皆さん、ユ

ニカール協会の方に投げ方を教わって、とて

も上手になられます。最後は試合を楽しんで

行かれるまでになる方が多いです。 

わざわざこのプログラムを目指して来てくださ

った親子は最初から最後まで参加してくださっ

たり、以前参加して楽しかったからと、早くから

来館し、準備からユニカール協会の方のお手

伝いをしてくれる子もいます。 

最近は中学生の参加や幼児さんの親子の参

加も多いです。 

 

例年 11月に行っていたユニカール大会を

今年は 12月に実施。今回はユニカール協会

の方がミュージシャンを連れて来て下さり、ス

テージの上で歌を歌いながら参加してください

ました。 

大会ということで、練習の後、チームを作っ

て総当たり戦の試合をして順位を決め、賞状

とプレゼントもありました。表彰式の準備をし

ている間に参加者みんなで一緒に歌って、お

なじみのごみ収集車の歌を大合唱して盛り上

がりました。 

日頃、館内でゲームばかりしている子達が

初めて 1位をとり、「学校にこの賞状を持って

行こう！！」と大喜びしていました。 
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事業名 チャレンジ★ダンス 

目的 

①子どもたちにダンスの楽しさを知ってもらう。 

②仲間と発表に向けて練習に励み、達成感を味わい、自信を持つ機会を作る。 

③地域の若者と連携し、鶴川地域の子どもたちに楽しい時間を提供し、地域の若者と 

子どもたちの交流、発表の場とする。 

日時 

【練習】2023年 1月 8日・25日、2月 15日・22日、3月 8日・15日、4月 12日（全 7回） 

いずれも水曜日 午後 4時～5時 

【発表】2023年 4月 16日（日） あにばーさりぃを予定 

主な対象と 

参加者数 
町田市在住または在学の小学生  9名 

講師・協力者

等 
学生ボランティア 

内容 

・準備運動 

・2分～3分程度の曲に合わせてダンス  

・あにばーさりぃ１８でダンス発表 

様子等 

 

ダンスの練習につるっこスタジオを以前

利用していた学生ボランティアさんによる

ダンス講座。（参加費無料・全 7回講座） 

4月のあにばーさりぃでのステージ発表に

向けて、ダンスを練習しています。初めて

の子でもダンスを楽しめる内容（パレード

系ダンス）で、小学 1～3年生の女子が参

加。 

自己紹介や柔軟体操をして、毎回、曲

に合わせてダンスの練習を進めていま

す。 

曲やダンスの振り付けは「こんなダンスが

したい！」という子ども達の意見を取り入

れながら、ボランティアさんが考えてくれて

います。チーム名も子ども達に決めてもら

うことにしました。今後、衣装やポンポンな

ども子ども達と相談しながら決定していく

予定。 
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事業名 竹灯籠づくり 

目的 
・地域の方の専門性を活かた、子どもたちに豊かな体験活動の提供 

・地域の方と子どもたちが交流する機会 

日時 2022年 12月 11日（日）10時～11時ほか全 3回 

主な対象と 

参加者数 
小学生～18歳 

講師・協力者

等 
青少年健全育成鶴川第一地区委員会、小野路里山交流館 

内容 電動ドリルで竹に穴を開けて作る竹灯籠制作体験 

様子等 

・小野路里山交流館の職員の方に指導していた

だき、竹灯籠を制作しました。ほとんどの子ども

たちが初めて使う電動ドリルに、とても緊張気味

でした。低学年の子どもたちの中には、疲れか

らか途中からめげてしまう子もいましたが、ご協

力いただいた方からの励ましの言葉もあり、最

後までやり遂げることができました。 

・中学生の参加者は、自らオリジナルの図柄に

もチャレンジして、自分だけの作品が完成し、と

ても満足している様子でした。 

・作品は、1週間後のつるっこホットフェスの迷路

コーナーの一角をお借りし、展示しました。暗闇

の中とてもきれいな図柄が浮かび上がっていま

した。 

   


