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～ みやぎ生協「子育て応援」の取り組みの様子を紹介します。 ～  

梅雨が明け、本格的な夏の到来です。夏休みに入り、子育てひろばもお休みの会場が多いようで

す。熱中症などに充分気を付けて、夏をたっぷり楽しんでお過ごしください。 

 

 

 

月度   4月 5月 6月 合計 

開催会場数 
2019 年 20 26 28 74 

2018 年 24 25 27 76 

開催回数 
2019 年 21 26 29 76 

2018 年 25 25 28 78 

参加

者 

子 
2019 年 98 112 210 420 

2018 年 124 127 177 428 

親 
2019 年 92 101 201 394 

2018 年 111 117 162 390 

スタッフ 
2019 年 96 122 144 362 

2018 年 112 125 125 362 

 

 

子育てほっとステーション企画申し込み受付中♪ 

7 月 20 日までに決定した子育てほっとステーション企画はこちらです。沢山の親子に楽しい時間

をすごしてもらいましょう。申し込み絶賛受付中です。子育てひろばを開催していないエリアでも

ぜひ開催してみてくださいね。見学もどうぞ♪2019 年度エリアリーダー活動の手引き p28 に掲載さ

れています。申込書はｐ40 です。お気軽にお問い合わせください。 

日程 主催 会場 企画名 

9月 4 日 高森店 高森店 ごきげん座がやってくる 

9月 9 日 仙台西・西多賀合同 西多賀店 ごきげん座がやってくる 

9月 19 日 国見ヶ丘店 国見ヶ丘店 ごきげん座がやってくる 

9月 26 日 大富・黒川エリア 杜の丘児童館 ごきげん座がやってくる 

9月 27 日 大富・黒川エリア もみじが丘児童館 コープママの絵本で食育遊び 

10 月 11 日 太子堂店 太子堂店 ごきげん座がやってくる 

10 月 15 日 気仙沼エリア ぽけっと 親子ヨガ＆ふれあい遊び 

10 月 17 日 大河原店 大河原店 おしゃれにバレトン 

11 月 6 日 虹の丘店 虹の丘店 親子ヨガ＆ふれあい遊び 

12 月 6 日 名取西店 名取西店 親子ヨガ＆ふれあい遊び 

調整中 大富・黒川エリア 大和町研修センター ごきげん座がやってくる 

 

4～6 月の特徴的なこと 

●各会場で無理のない日程が組まれています。 

●コープママの開催会場は通常よりも参加者が増

えています。 

●こ～ぷ委員会からのお知らせや、初夏のこ～ぷ

のつどいなどの案内をしたとの報告が多数あり

ました。 

●こ～ぷのつどいへの招待状を参加者にプレゼン

トした会場がありました。 

●おやつはコープ商品の利用が多くなっていま

す。ぴよっちサブレ、わいわいステックゼリー、

麦茶、国産野菜クラッカー、おかあさんにはコ

ープクオリティが多いようです。 

●店舗のコープ共済、家庭教育センター、共同購

入などにきてもらったなどの報告もありまし

た。 

 

 



各地域の子育て応援活動の様子 
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「高砂駅前店 ころころくまたん 6 月」「親子ヨガ

＆ふれあい遊び」を開催し、親子 11 組が参加しまし

た。普段できない動きや、遊び方ふれあい方を教え

てもらい親子でゆったりとした時間を過ごせて嬉し

かったとの感想が多くありました。 

 

「気仙沼 ひまわり 6 月」コープママのサポートクッキング♪ 

手遊び歌やわかりやすい説明があって、楽しかったです♪ 

 

 

「西多賀店 初夏のこ～ぷのつどい」で「親子ヨ

ガ＆ふれあい遊び」を開催しました。親子のふれ

あい遊びは地域の親子に大変喜ばれました。 

「明石台店 るんるん ５月」はらぺこあおむしの大型絵本の

読み聞かせのあとポンポンであおむし作りをしました。1 歳 10

ヵ月のお子さんが自分でつくっているのには驚きました。 

 

「岩沼店 初夏のこ～ぷのつどい」「親子で

楽しくフラダンス」を土曜日の午後 1：30

～3：30 に開催して 21人のお子さんが参加

しました♪ 

★小さいお子さんのいる家庭にポステイン

グ。★手あたり次第声をかけるより興味の

ある人に声をかけたほうが参加しやすそう

★つどいの説明は子どもが飽きると思った

ので、その時間に試食が出せるように準備 

★講師はカルチャー登録している先生 

→秋に親子対象につどいを考えている地域

はぜひ参考にしてくださいね（生活文化部） 

 

「太子堂店 きらりん 7 月」こ～ぷの集いとして

開催、こ～ぷ委員会の子育て真っ最中のママたち

が企画を考え大好評でした。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「錦町店 たんたん 6 月」今年はじまったばかり

の子育てひろばです。父の日のプレゼントに「お

子さんの手形のコースター作り」をしました。パ

パの笑顔が目に浮かびますね♪ 

 

「荒井店 にっこりんこ ７月」荒井店に登録し

ている赤ちゃんヨガベビーマッサージの講師を

お呼びしての手遊びやヨガ。「リフレッシュでき

てよかったです（参加したママ）」 

「新寺店 いちごちゃんくらぶ ７月」今年もスタ

ッフによる手遊びからスタート♪4 月 8 組、6 月 10

組、7 月 14 組とどんどん参加者が増えてきています。 

6 月からは参加者の自己紹介をしてもらっています。 

「白石店 こやぎのぽっけ 6 月」 

初めてのコープママのサポートクッキング♪「時短

の料理でおいしくて参考になりました（参加者）」 
「石巻大橋店 ぽんぽこ 6 月」コープママを開催し

こんなにたくさんの親子が来てくれました♪続けて 7

月にも遊びに来てくれてうれしいです。「ママ同士の情

報交換の場として楽しめました（参加者）」 

「鶴ケ谷店 つるがやっこ」初夏のこ～ぷのつどい

としてカルチャー登録している講師による「バレト

ン」を開催し、たくさんの親子が参加しました。 



ココイククラブサイト 

5 月 1 日からみやぎ生協ココイククラブ会員限定のサイトができました。 

「おすすめスポット」「レシピ」「子育てマンガ」「おすすめ絵本」のコーナーがあり、 

毎月プレゼントがあります。おすすめ絵本コーナーでは子育てひろばなどで読み聞かせた 

本なども掲載しています。皆さんのおすすめ絵本がありましたらぜひ教えてください。 

 

マミースタッフ関連 

6 月に高砂駅前店（宮城野区・利府）と岩沼店(岩沼・亘理・名取)でマミースタッフ養成講座を開

催し、それぞれ 10 人のスタッフが登録しました。登録後、初夏のこ～ぷのつどいから活動してい

ます。9 月 2 日（月）には気仙沼メンバー集会室（気仙沼・加賀野店）で養成講座が開催されます。 

秋のこ～ぷのつどいではぜひ「託児あり」をふやしてみませんか？私たちのところには子どもが

いないと思い込んでいるだけかもしれませんよ。こ～ぷのつどいでの託児も子育て中のお母さんた

ちへの子育て応援のひとつではないでしょうか。 

 

子育てひろばでの生活文化部のおすすめ企画 

お申し込み随時受付中です♪楽しみながらみやぎ生協の活動を知ってもらいましょう。こ～ぷのつ

どいなどでも開催することができます（時間は相談に応じます） 

 

 

～お知らせ～ 

店舗やメンバー集会室に子育てひろばポスター・ちらしが掲示されていますか？（授乳室も効果ありです）

参加者カードは不足していませんか？印刷の依頼を承っていますので、いつでもお気軽にご連絡ください。 

～お願い～ 

★次回の企画が決まっていたら報告書に書いてくださいね♪せっかく皆さんで 

考えた企画ですのでホームページなどでお知らせしたいと思います。 

★写真を撮る場合は、必ず参加者に許可を取ってください。 

 

 

 

 

 

 

                      

おすすめ企画 担当 費用 時間 内容 

へいわのおはなし会 平和 無料 20 分 絵本の読み聞かせ・エプロンシア

ターなど 

我が家のおさいふ事情 消費生活研究会 無料 20 分 家計や消費者被害について考え

るきっかけになります 

食品ロスをへらすために 環境 無料 20 分 食品ロスを減らすためにできる

ことを考えてみましょう。 

乳がんモデルの触診体験 コープ共済 無料 20 分 乳がん触診モデルを使ってがん

のしこりの硬さなどを体験しま

す。 

 ホームページをご覧ください♪             

皆さんから届いた子育てひろばの各会場の様子を順番にホームページや、子育て応援ブログ「お散

歩日和♪」にアップしています。毎月更新する子育てひろば開催日程のページにも 

皆さんから送っていただいた画像を使用しています。 

ぜひご覧になってください。   みやぎ生協子育てほっとステーション       

 

 

 

みやぎ生協生活文化部 子育て担当 電話：022-218-3880 メール：sn.mkosodate@todock.coop 

 

 

 


