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第１１回 全体ミーティング開催！
２月２８日（日）、名古屋第一赤十字病院で第１１回全体ミーティ
ングを開催しました。
年に一度、いつもはそれほど会うこともないサポーター同士が
顔を合わせ、一緒に勉強し交流する貴重な日です。
今年は約３０名が集まり、活動の中で大切にしていることや、活
動以外でも大切な「コミュニケーション」について、勉強しました。
ワークで体験した「コミュニケーション」の大切さ。
これをどう活動に活かしていくか、みんなで議論し
ながらまとめました。
普段何気なく病院の子どもと接していたり、普段の
生活で人と接していますが、より有意義な時間に
するためには、まず自分からコミュニケーションを
取る、ということが大切ですね！

ファンドレイジングイベント
「バルーン教室 In 千種グリル」

「あいち・なごや子どもとつくる基金」助成が
決定しました！ 公益財団法人あいちコミュニティ財団の助成事業「２０

１５年度 あいち・なごや子どもとつくる基金」に応募し、
みごと助成先に選ばれました！
内容は「未就学児から中学生までの長期入院児の遊
びの実態調査事業」です。
小児病棟のボランティアというと、年齢の低い子向け
の遊びが対象になってしまいがちですが、今回は小学
生高学年以上の子が必要としていることも調査し、今
後のぷくぷくの活動につなげていけるようにしたいと考
えています。６月までの３か月間、いろいろな方にサ
ポートして頂きながら、調査を進めていきます。

「カンパイチャリティキャンペーン」
第３回食事会 パパだって子どもが大好き！子どもと
一緒にバルーンを作ろう！
２月７日、名古屋市のLoungecafe blissさんで、あい
ちコミュニティ財団さん主催のイベントがあり、ぷくぷ
く大竹が講師でバルーン教室を行いました。
生ビールを飲むと、寄付に繋がるこのキャンペーン。
今回もたくさんの方が参加してくださいました。
この寄付が、「あいち・なごや子どもとつくる基金」の
助成金に繋がります。ありがとうございました！

２月２９日、４回目となるファンドレイジ
ングイベント「ママ向けバルーン教室」
を開催しました。
今回のイベントはおいしいランチ付き。
名古屋市千種区のカフェ「千種グリ
ル」さんをお借りしました。
赤ちゃんと一緒に参加された方もみえ、
プレゼントにもインテリアにもなる、お
花とバルーンドールをワイワイ作りま
した！ランチを食べながら、子育て特
有のお話などできて、とても楽しいイベ
ントになりました！
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全国の小児病棟で活動する「NPO法人

スマイリング・ホスピタルジャパン」代表理事の松本さんです。

〜小児病棟にアートを届けるということ〜
特定非営利活動法人スマイリングホスピタルジャパン 代表理事 松本恵里
〜Happiness Helps Healing〜
この理念のもと、闘病中の子どもたちの日常を豊かにすることを目的に、病棟のプレイルームとベッドサイドに て芸術の
専門家がワクワク心躍る時間を子どもたちやご家族と共有しています。
設立者は院内学級の教員時代、幼い子どもが重い病に罹ってしまう不条理にやり場のない怒りを感じていました。
教科学習も行事も頑張る子どもたちですが、一番笑顔になるのは音楽や美術、創作活動の時ということを確信し、 2012
年 5 月にスマイリングホスピタルジャパンを立ち上げました。
活動者は全員プロの芸術家ですが、人数や年齢などが極めて流動的な病棟の環境で、状況に合わせた一瞬の判断で、
数ある引き出しの中からより合った素材や内容を選ばなくてはなりません。
これは活動者の最大の悩みですが、機転を利かせて子どもたちをたちまち笑顔にするところに彼らの技の深さを感じます。
時にはコメディアン が医療スタッフを巻き込み、敢えて子どもたちの前で道化役をさせてしまうこともあります。快くショーを
手伝 ってくださるときはスタッフの懐の深さを感じます。
また、子どもたちが楽しめているのか否かをキャッチして、よりより内容を工夫する向上心、何が求められているのかを把
握するバランス感覚が、病棟との信頼関係を築いてきた理由の一つだと思います。
口を尖らせて創作に夢中になる、好きな歌を思いっきり歌う、楽器でセッション。
子どもが笑うとお母様が微笑み、お母様の笑顔に子どもはもっと笑う・・活動をしていて良かった！と思う瞬間です。
活動者たちは口を揃えて、支えられているのは自分の方で、真に大切なことを子どもたちが教えてくれる、と言います。
彼らが自分の技術を生かしながらボランティアを続ける一番の理由がここにあります。
多くの方に支えられている事に感謝し、小児医療の現場に笑顔と笑いが溢れるよう、地道な活動を続けます。
病院でも「本物」の芸術を。
これは、ぷくぷくばるーんの活動とも通じるものがあります。病院
の中でも、子ども達は日々成長を続けています。そんな子ども達
に、当たりまえに上質な刺激を届けてあげたい。
私たちもスマイリングホスピタルジャパンを応援しています！

○URL
http://smilinghpj.org/
○連絡先 〒168-0072
東京都杉並区高井戸東三丁目3番15-308号
ライフパティオ浜田山
○活動内容
美術、音楽、マジック等のプロのアーティストボラン
ティアとアシスタントボランティアが小児病院の病
棟、病室を訪問し、クラフトワークショップ、マジック、
音楽会などを催す。子どもたちが活力や自信を取
り戻せるように、作る、手品を覚える、一緒に歌う、
などの参加型の活動にする。見通しを持って楽し
みにできるように、定期的な活動とする。
（SHJ ホームページより）

紙芝居イベント in名鉄病院
２０１５年12月4日、
名鉄病院で紙芝
居やエプロンシア
ター、折り紙など
のイベントを奥山
さんグループに開
催して頂きました。

HSJ所属大道芸人 たっきゅうさん
コメディジャグリングショー in名大病院
２月２５日、名大病院に、スマイリ
ングホスピタルジャパン所属の大
道芸人、たっきゅうさんが京都か
ら来てくださいました。
最初は小児外科、次に小児内科
と、大勢の子ども達に楽しい大道
芸をたくさん披露してくださり、子
ども達もお母さんたちも、大喜び。
ジャグリングやバルーンなど、定番の出し物はもちろん、工事用の
コーンを使った出し物など、普段あまり目にしないものもあって、みん
なびっくりでした。たっきゅうさんの大道芸もさることながら、とっても楽
しい語り口に、みんなすっかり惹きこまれていました！

いしこゆかさん
スイートデコ イベント
inあいち小児医療センター

普通の紙芝居よりもっと大きなもので、クリスマスにち
なんだお話など、とっても楽しいお話ばかりでした！
12月16日、弥富市の海南病院
のクリスマス会でバルーン教室
を開催しました。定期的に伺うこ
とはできませんが、こうしてイベ
ント毎に呼んで頂けるのは嬉し
いですね！

クリスマス
イベント
in海南病院

2月20日、恒例のスイートデコインベ
ントを、あいち小児保健総合医療セ
ンターの心療内科で行いました。
担当保育士さんが大絶賛してくださ
るほど、心療内科の子ども達が喜ん
でくれたそうです。病院の中がいっぺ
んにカラフルになって、簡単なのに出
来上がりがとっても可愛い！どこの
病院でもいつも大人気です。
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ぷくぷく イチオシ！

今回は、「やんちゃ軍団」の紹介です。
みなさん、やんちゃ兄弟って知っていますか？
西尾張地区を拠点に、歌手の長渕 剛さんの曲を演奏する六人兄妹バンド。
活動のきっかけは、小児がんの子供さんのテレビを見て 涙し 『募金活動をして小児がんの子たちのために
何かしたい！』 と、全国へ路上ライブ募金活動をしているとのこと。子供達や関係者に元気・笑顔を届けた
い。ぷくぷくの活動と同じですよね。
私自身は、30代になり ボランティア活動にチャレンジしてみようと決意したのに、やんちゃ兄弟はまだ可愛
い子供達なのに行動が早く素晴らしい。きっとお父さんお母さんが理解ある方なんですよね。
私の娘も1才なのですが、路上ライブや音楽を聞くと踊り出し、それを見た大人達が笑顔になった経験が多々あります。
音楽の力、笑顔の力は、無限大なんですよね。
子供達が笑顔だと、それを見た大人達も笑顔になる。大人達が笑顔だと、それを見た子供達も笑顔になる。
やんちゃ兄弟の合言葉
『日本 世界中のみんなで しあわせになるぞー』 『いきて いきて いきまくるぞー』って 笑顔で叫びたいですね。

（西山）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

やんちゃ軍団をもっと知りたい方は・・・
素敵な映像を、岡崎市にお住まいの岩月渉さんがご厚意で作ってくださいました。
ご覧になりたい方はこちら！
DVDもあります。
やんちゃ軍団メッセージムービー【公式】
https://www.youtube.com/watch?v=IQZM6uTuh5U

全国小児病棟遊びのボランティアネットワーク
第４回交流集会 開催！
３月１２日、東京・エーザイ㈱本社ホールにて、全国小児病棟
遊びのボランティアネットワークの交流集会が開催されました。
今回は、「白熱教室」としてボランティアはもちろん、ドクター、
看護師、保育士、ボランティアコーディネーター、大学教授、
病院の子どもと関わる様々なジャンルの方とボランティアの
関わりやその重要性などについて話し合いました。
全国から１００名近い方たちが集まり、パネラーのみなさんと
熱い議論が交わされました。
日本中の小児病棟の子どもたちの入院生活に、もっと楽しい
時間が増えるといいですね。
今回の交流集会は、エーザイ㈱様のご協力、キリン福祉財
団様から助成して頂き、開催しました。

ハッピーママフェスタでバルーンセミナーを開催しました！

ぷくぷくばるーんから、丸山、犬塚、永田が
参加しました。

ナゴヤドームで開催されましたファミリーイベント、ハッピーママフェ
スタでぷくぷくばるーん広報として、バルーンセミナーを担当してきま
した。
バルーンセミナーがはじまるよと告知がされると、あっという間に親
子で席がいっぱいになり、立ち見も出るくらいでした。
ぷくぷくばるーんの普段の活動についても、たくさんの親子さんに話
をすることができ、その場でスマホでぷくぷくばるーんを検索するマ
マの姿も。小さな口コミから大きな口コミになって、広く活動が、広が
り、ぷくぷくばるーん仲間が増えてゆくとよいなと感じました。セミ
ナーでは風船が割れる子もいましたが、それでも笑顔が絶えず、た
くさんの子どもたちの楽しむ姿が見られました。
やっぱりバルーンはみんなを笑顔にしてくれる、と改めて感じました。
丸山ユキ
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今回もプレイルームは
大賑わい！

ボランティアさんと一緒に
風船遊び！楽しいね♪

いろんな顔のことりさん！
かわいい～♪

１２月８日
１月１２日
２月９日
３月８日
名古屋第一日赤
です

「ばるーんで遊ぼう！」毎月１回ぷくぷくが来るよ！
どんなお顔になるかな～？

たっきゅうさんが来
てくれました。

１２月１０日
２月２５日
名古屋大学附属
病院です。

１２月２２日
１月26日
２月23日
３月2９日
名古屋掖済会病院
です

１月9日
３月1２日
愛知医大病院
です

１２月～３月

一緒に遊んだ子どもたち・ご家族（のべ人数）
プレイルーム 子ども 142名/大人 105名
ベッドサイド 37名
個室他
7名
計186名（子ども）

お目めのシールをつけて、
何に見えるかな！？

活動したボランティア
のべ84名（病院での活動のみ）

使用したバルーン
のべ1341本（病院での活動のみ）

チューリップの帽子で
ピース！
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１２月1９日
１月16日
２月20日
３月1９日
あいち小児
保健医療総合
センターです

クリスマスはやっぱりこれ！
定番のリース！

１２月４日
１月１５日
２月２０日
３月１８日
名鉄病院です

保育士さんもチューリップ
と共にパチリ！

１２月1７日
１月21日
２月25日
３月1７日
国立名古屋医療
センターです

色とりどりの
ケーキ！
美味しそう♪

かっぱ巻き。いくらがやっぱり
大人気！

紙芝居イベント！
みんな引き付けられてました。

名鉄病院
・・・ 毎月第１金曜日 14：00～
名古屋第一赤十字病院
・・・ 毎月第２火曜日 15：00～
国立名古屋医療センター
・・・ 毎月第３木曜日 15：00～
名古屋掖済会病院
・・・ 毎月第４火曜日 13：30～
あいち小児保健医療総合センター・・・ 毎月第３土曜日 10：30
～
名古屋大学附属病院
・・・ 隔月第４木曜日 14：00～
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ぷくぷくばるーんの「ボランティア」は
「ホスピタル・キッズサポーター」と名称を変更しました！
ぷくぷくばるーんの「ボランティア」は、今期から「ホスピタル・キッズサ
ポーター」となりました。
ぷくぷくばるーんは病院の子ども達の遊びだけでなく、心に寄り添える
活動がしたい、そんな意味を込めてサポーターとしました。
これから、ぷくぷくばるーんのサポーターたちは、今まで以上に病院の
子ども達に寄り添い、心を通わせる活動をします。
よろしくお願いします！

６月１９日（日）ぷくぷくばるーんのファンドレイジングイベント開催！
その名も、「ぷくぷくワンダーランド！楽しむことが社会貢献に！～親子で楽しむ♪ファミリーフェスタ」です。
第一回目の今回は、ハンドメイドショップやワークショップ、体験ブースや舞台など盛りだくさんの内容をお届けします。

日
時： ２０１６年６月１６日
開催場所： 千種グリル
名古屋市東区葵３丁目15-31
住友生命千種第２ビル１階
（JR千種駅１番出口から北へ徒歩３０秒）

参 加 費： 大人２０００円（当日２５００円）
【内訳】 ぷくぷくばるーんへの寄付 1,000円
大人一人分のランチ代
1,000円
（ソフトドリンク飲み放題！）
※有料体験ブースがあります。
アルコール（有料）もあります。
お問合せ：

ぷくぷくばるーん事務局 （担当 丸山）
TEL
090-8568-8735
E-mail yuki.maruyama@pupu-b.jp

運営スタッフ
つれづれ日記
今年の桜も散り始めてしまいましたね。通勤途中に見るこ
とがほとんどでしたが、満開の桜を見るとワクワクした気
持ちになりますよね。
ぷくぷくの活動でも4月は定番の桜🌸すっかりおなじみに
なりました。
さて、今回のつれづれ日記、普段の生活にももっとバルー
ンを！をテーマにつぶやきますね。
わたし、海外の映画やドラマが好きで毎日のように何かを
観ていますが、時々登場するんですよ、バルーンが！
プレゼントでアレンジ作品を贈るのもいいですが、もっと手
軽に、ただふくらませただけの色とりどりのバルーンを部
屋の中にたくさん用意して、パーティやサプライズなんて
いうのはいかがでしょう⁈小さな子供だけじゃなく、大人
だってうれしくなりませんか？

天井いっぱいバルーンを浮かべたレストランや、子供
部屋にたくさんのラウンドのバルーンなどをドラマなど
で見かけますが、まだまだわたしたちの身近で見かけ
ることは少ないように感じます。
せっかくバルーンに関わるぷくぷく関係者のみなさま。
次のホームパーティではぜひお試しください！
そしてその様子を写してぷくぷくへお寄せくださいね。

橋本ゆかり

はちきん便り ２０

西原 正子

高知県に移住してきた理由の一つに、娘の人生の幅を広げたい思いがありました。
体調を第一に考えた生活になると、どうしても狭い範囲でしか行動ができないことが生き方の枠を小さくして
しまうような気がしていたからです。娘の命が２０年あるのなら、残りの人生を豊かな自然に囲まれた田舎で
暮らそうとふと思い立ったのがきっかけでした。
娘の人生は高知県に来てから大きく開かれていきました。
自分のできることを最大限に活かし、いや、できないことを自ら理解した上で、できることのみに絞り、パソコ
ンで自立の道を探れないだろうかと挑戦してきました。電動車椅子も自立への道を広げる第一歩です。普
通校を諦めて特別支援学校を選択したのも、できることのみに焦点を絞るのが目的でした。特別支援学校
で出会った子どもたちとの関わりの中で、自分にできることは何かを考えた娘は自分の障害を隠すのでは
なく、この経験を生かした職業に就きたいと思うようになりました。
特別支援学校で必死に頑張る様々な障害を持つ子どもたちの姿を目の当たりして、少しでも助けてあげら
れることはないかと考えるに至ったことは、骨髄移植を経て生かされた命への感謝であり、これまでお世話
になった方々に対する恩返しになる成長だと感じています。
障害は人生の妨げになるのか、ならないのか…。
狭くなると考えた私の考えから始まった娘の子育てだったと思います。何よりも誰よりも偏見を持ち、それを
克服できない一番近い存在が妨げになっていたのかもしれません。
そんな妨げをもろともせず、羽を広げて旅立つ時がやってきました。最大限のアピールポイントとして自ら
の障害を経験の一つと言い、自分よりももっと重度の障害を抱える人達を支える職業を目指して大学への
進学を志したところ、合格の通知が届きました。
これからが正念場です。
また０からのスタート。それでもこのスタートは娘が切り開いた入口です。
苦難や試練も彼女のエッセンスになることでしょう。それも楽しみにしながら見守っていきたいと思います。

はちきんとは・・・
土佐の、サバサバとした元気の
良い女性のことです。

名古屋での治療後、後遺症と闘いながら高知県で頑張る
西原さん親子からのメッセージです。

12・1・2・3月はこれつくりました！
12月

2月

クリスマスリース

ショートケーキやチョコレー
トケーキ…♪
好きな色を選んでスポンジ
とクリームと飾りをくっつけ
て作ります。
箱に入れておいしそうな
ケーキを召し上がれ♪

１２月と言えば…もちろ
んクリスマス！定番の
リースですが、子ども達
の感性で色とりどりのク
リスマスリースが出来上
がります。
メリークリスマス♪

1月

おすし

まぐろにサーモン、たま
ごにいくら、鉄火巻きに
かっぱ巻き…海老も出
来ます。
ガリまでついて本格的
なお寿司の出来上がり
です！
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ケーキ

3月 チューリップ
春を感じるチューリッ
プ♪
色とりどりのチュー
リップが咲いて素敵
なお花畑に早変わり
します！
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12/6、1/17、2/28、3/20
毎月第3日曜日の11時から、「地域資源長屋なかむら」で来月の予定の作品を練習します。
病院の子どもたちに笑って教えてあげる余裕がほしくて毎回真剣です。

●作ったのが2回目の作品だったので、自分のことだけに精いっぱいにならず、活動できたことが良かった。
●作りながら子どもといろんな話ができ、風船も喜んでくれてよかったし、心から楽しいと思えた。
●最後時間があったので、みんなでトランプをしたが、全員で盛り上がれて楽しさが共有できてよかった。
●小さい子で、風船を膨らますことしかしなかったけど、そのあと電車で遊んだり、おもちゃで遊んだりした。
風船だけでなく、その子の興味を持っていることで遊んだり、喋ったりするような臨機応変な対応も必要。
●高学年の子だったので、小さい子とはまった違って、自分でできることも多く、全部自分でやりたいのだな、
という思いが伝わってきた。なるべく手を出さず、難しくてどうしても出来なさそうなところだけ援助した。
●途中から子どもが飽きてしまい、機嫌が悪くなってしまった。もっと子どもの様子を見て、気持ちに寄り添っ
た遊び方を考えるべきだと反省した。
●中３の子を担当したが、どうアプローチしたら良いのかわからなった。これから他の人の対応のまねをした
いと思った。
●初めて参加して、とても緊張した。一緒にベッドサイドを回ってくれた先輩の子ども達への声掛けや接し方
をまねして、次に活かしたいと思った。
●小さい子には、クイズ形式で会話を進めた。
●興味を示さなかった子どもが、作っていくうちにどんどん楽しそうにやってくれて、嬉しかった。
●バルーンのごみが床に落ちていたり、作りかけのものが机の上にずっと置きっぱなりになっていたので、
その都度片づけなければいけないと思う。
●ボランティアの人数が多いと、ゆったりしていい雰囲気になると思った。

新・ぷくぷく運営スタッフご紹介
ぷくぷくばるーんの運営スタッフの仲間が増えました。
総勢8名、今年度から新体制でますます頑張ります！

広報担当・丸山ユキ
ぷくぷくばるーんの
活動に参加して4年
になりました。今年
から広報スタッフとし
て、よろしくお願いし
ます。

WEB担当・永田あおい
スタッフとしてサポー
ターとして、子ども達
の笑顔のために精
いっぱい頑張りたい
と思います。よろしく
お願いします。

サブリーダー・犬塚由美子
設立当初より活動に
参加しています。今
までの経験を活かし
たいと思います。
よろしくお願いします。

サブリーダー・西山貴洋
ぷくぷくに参加させて頂いて
5年になりましたが、スタッフとし
ては1年目の新人ですので、引
き続き人生勉強させて頂きます。
活動に参加出来ているのも家族
の理解と支えがあるからです。
家族に感謝です。
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ぷくぷくでは、病院での活動やイベントなどの活
動報告の一貫としてアメーバブログにて発信をし
ています。タイトルは『ぷくぷくさんが来たよ！』で
す。活動の様子や楽しそうな子ども達・頑張って
作ったバルーンなど写真も載せてアップしていま
す。サポーターさんの頑張ってる姿なんかも見る
ことできますよ！
パソコンやスマートホンで見ることができるので
1度みなさんも覗いてみてください。そして沢山の
“いいね”をもらえるとぷくぷくの活動にも、ブログ
アップにも、とっても励みになります。よろしくお
願いします。
島本 隆子

スタッフの島本です
今月は、バルーンとスイーツデコで2病棟にて
活動をしました🍰🍰🍰🌼🌼🌼
スイーツデコの先生、いしこゆかさんです。

スポンジは何がいい？クリームは抹茶⁉
と思ったら、ピスタチオだそうです。
一番上に乗るのは、イチゴ🍓・ピーチ
🍑・オレンジ🍊❔
とお母さんと相談しなが
らバルーンを選ぶ子ども達はとっても
楽しそうです。
『こんなケーキが出来ましたー』と見せて
くれました。

最初は1人1個づつの予定が、家族や病院のスタッフに
プレゼントしたいと言う子どももいて、
急きょ2個作らせてもらえました
意外と男の子が楽しんで可愛作
品を作っていましたよ。
プレゼントされた家族の方にも喜
んでもらえると嬉しいですね。

病院にはお雛様が飾られていました。
とっても立派な7段飾りですよね🎎
ひな祭りにケーキがあれば
最高ですよね🍰

バルーンで遊んだ病棟では、ケーキ作りでワイワイ
と楽しみました🍰

2015年度 ご支援頂いた皆様、ありがとうございました。
【ご寄附】
庄見弘美様
松永久子様
高野智美様
坪井直美様
西原雅子様
長谷川喜千様
堀部敬三様
寺口明日香様
岩田尚子様
三品雅義様

【賛助会員 法人】
（有）つボイノリオ商店様
ひだかこどもクリニック様
名備運輸㈱様
（有）コボリ様
あけび書房様
諏訪幼稚園様

【賛助会員 個人】
水野利之様
野田明子様
高野智美様
塚本綾子様
加藤定知様
西田耕一様
高柳仁様

【物品他の賛助】
鳥バルーン2000個 / ｴｽｴｰｼﾞｰﾊﾞﾙｰﾝｽﾞ様
HP・名刺・封筒・ブログデザイン / （有）コボリ 原美保子様
イエローレシートキャンペーン / イオンナゴヤドーム前店様
/ マックスバリュ千種若宮大通店様
やんちゃ兄弟動画・DVD / 岩月渉様

ホームページ
http://pupu-b.jp

ブログ
http://ameblo.jp/pupu-b/

西村千春様
田中伊津様
竹内麻奈美様
高坂久美子様
乾留美子様
加藤千春様
秋田稲美様

【コラボイベント・慰問】
杉浦誠司様
いしこゆか様
栃春日様
瀬田なお子様
愛知工業大学 鳥居研究室様
奥山様
たっきゅう様

フェイスブック
「ぷくぷくばるーん」で検索
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＜１２月＞
１日（火）
４日（金）
６日（日）
８日（火）
１０日（木）
１３日（日）
１６日（水）
１７日（木）
１９日（土）
２２日（火）

・・・ 名大病院 ボランティア表彰式
・・・ 名鉄病院
・・・ ボランティア講習会
つうしん発行作業
・・・ 名古屋第一赤十字病院
・・・ 名古屋大学附属病院
・・・ 運営ミーティング
・・・ 海南病院
・・・ 国立名古屋医療センター
・・・ あいち小児医療センター
・・・ 名古屋掖済会病院

＜２月＞

＜１月＞
９日（土）
１２日（火）
１５日（金）
１６日（土）
１７日（日）

・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

愛知医大病院
名古屋第一赤十字病院
名鉄病院
あいち小児医療センター
ボランティア講習会
運営ミーティング
１９日（火） ・・・ 全国遊びボラミーティング
２１日（木） ・・・ 国立名古屋医療センター
２６日（木） ・・・ 名古屋掖済会病院

＜３月＞

＜４月＞
８日（金）
１２日（火）
１６日（土）
１４日（火）
１７日（日）

２１日（木）
２６日（火）
２８日（木）

＜６月＞
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

名鉄病院
名古屋第一赤十字病院
あいち小児医療センター
全国遊びボラミーティング
ボランティア講習会
つうしん発行作業
運営ミーティング
・・・ 国立名古屋医療センター
・・・ 名古屋掖済会病院
・・・ 名古屋大学附属病院

＜７月＞
＜５月＞
１０日（火）
１３日（金）
１４日（土）
１５日（日）
１９日（木）
２１日（土）
２２日（日）
２４日（木）

・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

名古屋第一赤十字病院
名鉄病院
愛知医大病院
子どもとつくる基金中間報告
国立名古屋医療センター
あいち小児医療センター
ボランティア講習会
運営ミーティング
・・・ 名古屋掖済会病院

５日（金）
９日（火）
２０日（土）
２３日（火）
２５日（木）
２５日（木）
２８日（日）

名鉄病院
名古屋第一赤十字病院
あいち小児医療センター
名古屋掖済会病院
名古屋大学附属病院
国立名古屋医療センター
全体ミーティング
ボランティア講習会
運営ミーティング

８日（火）
１２日（土）
１２日（土）
１７日（木）
１８日（金）
１９日（土）
２０日（日）

・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

２９日（火）

・・・

３日（金）
５日（日）
１４日（火）
１６日（木）
１８日（土）
１９日（日）

・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

１日（金）
９日（土）
１２日（火）
１６日（土）
１７日（日）

・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

２１日（木）
２６日（火）

・・・
・・・

名古屋第一赤十字病院
愛知医大病院
全国遊びボラ交流集会
国立名古屋医療センター
名鉄病院
あいち小児医療センター
ボランティア講習会
運営ミーティング
名古屋掖済会病院

名鉄病院
理事会・通常総会
名古屋第一赤十字病院
国立名古屋医療センター
あいち小児医療センター
全体ミーティング
ボランティア講習会
運営ミーティング
２３日（木） ・・・ 名古屋大学附属病院
２８日（火） ・・・ 名古屋掖済会病院

寄付も会員も
ボランティアも
募集してます

2016年度が始まり、ぷくぷくは丸っと9歳になりました！
「ばるーんで遊ぼう！」の活動はもちろんのこと、「コラボイベント」に「お母
さんスマイルプロジェクト」も益々充実したものをお届け出来るよう、スタッ
フ一同頑張っています。
6月には第一回ぷくぷくワンダーランド！「親子で楽しむ♪ファミリーマー
ケット」と題してファンドレイジングイベントが開催されます。みなさんも、楽
しんで社会貢献してみませんか？是非イベントに来てください！
本年度もぷくぷくはいろんなことにチャレンジしていきますので、どうぞ
よろしくお願い致します。
祖父江

・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

次回の
ぷくぷくつうしんＶｏｌ.31 春号は
２０１６年４月初旬発送予定です。
乞うご期待！！

名鉄病院
愛知医大病院
名古屋第一赤十字病院
あいち小児医療センター
ボランティア講習会
運営ミーティング
国立名古屋医療センター
名古屋掖済会病院

〒453-0041
名古屋市中村区本陣通5-6-1
地域資源長屋なかむら

ＴＥＬ:
090-5105-4823
E-mail: pukupuku@pupu-b.jp
html : http://pupu-b.jp//
・ ゆうちょ
00870-5-182196
（Ｎ）ぷくぷくばるーん
・ 三菱東京ＵＦＪ銀行 金山支店
普 0008327
（Ｎ）ぷくぷくばるーん
理事長 加藤剛二
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