ぷくぷくつうしん
ばるーんで遊ぼう！
病院の子供たちと家族に笑顔を届けます
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８月は夏祭り参加月間
1日 AM 名古屋第一赤十字病院
日赤まつり
第一赤十字病院の会場は、いつもの西棟7階の小児病棟ではなく、
会議室です。
病院に入院している方たちだけではなく、地域の方が大勢遊びに来るので、
いつも大賑わい。私たちのバルーンアートだけではなく、ロビーでコンサートが
あったり、ホールで健康チェックがあったり、病院ならではの出し物がたくさんです。
こんなみんなが親しみやすい雰囲気の病院が近くにあると、地域の方も安心ですね。
私たちも、いつもの活動とは違って、一般の子どもや大人の方との触れ合いで、
いつも新鮮な気持ちになります。

1日 PM 北部地域療育センター
夏まつり
1日の午後は、西区の北部地域療育センタ―の夏まつりへ。

園庭には、風船釣りや輪投げ、手作りパンのお店などが並んで
大賑わいです。また、職員さんたちによる歌とダンスのパフォー
マンスもあり大盛り上がりの夏祭り。
おまつり参加者に配られるお手製のチケットを握りしめ「ふうせ
ん下さい！」と子供たちは勢いよくぷくぷくブースへ来てくれます。
いくつも欲しいけど一人に一つ。「割れちゃったからください・・・
(/_;)」と半べそでくる子供もいます。「じゃぁ、大サービス！」と
言って渡すと大喜び。ホント、可愛いらしいですね。
センターの利用者さんの他、兄弟や近隣の施設の方々、近所
の子ども達などで、今年も大盛況でした。

２３日 青い鳥医療福祉センター
夏まつり
今年もまたまたとても大勢の参加者と、たくさんのブースが並んだ夏まつりでし
た。毎年参加させて頂いていますが、毎年普段の活動では味わえない感動を頂
いています。
こちらのセンターは、重度心身障害児・者の方が入院、通院されているところ。
職員さんや大学生ボランティア、地域ボランティアの方たちが、みんなで一体に
なってセンターを盛り上げています。
地域の方も大勢遊びに来ていて、この日はセンターの中はみんなの笑顔や笑い
声でいっぱいになっていました。利用者さんの、とても嬉しそうな笑顔が私たちも
嬉しく、幸せいっぱいの一日になりました。
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日本の骨髄バンクの母、そしてぷくぷくばるーん理事の大谷貴子さんからのメッセージです。
日本骨髄バンク 評議委員

大谷貴子

「入院している子どもにとって一番辛いことは何だと思う？」と白血病を患う子どもの母親に質問されました。
私の白血病体験を振り返ってみて考えても、思い浮かぶのは、抗がん剤投与後の吐き気や発熱、だるさ・・・
など、肉体的苦痛しか浮かばない。
その母親からは「子どもにとって一番辛いのは、“退屈”なのよ」と、私には想像だにできなかった答えが返っ
てきたとき、本当に驚きました。
でも、よくよく考えてみたら、その通りですね。私たち大人は肉体的な苦痛とともに、精神的な苦痛があります。
仕事のこと、家庭のこと、医療費のこと・・・。悩みはつきません。しかし、一方、大人は退屈しのぎの術を持っ
ています。テレビ、読書、新聞、インターネット、友人との交流・・・。
では、子どもは？肉体的苦痛が去ったら、ただただ遊びたいだけです。吐いたすぐあとに楽しい遊びが待っ
ていたら、吐いて苦しかったことなど、忘れたかのように遊びに夢中になります。
しかし、狭いベッドの上で、狭い病室で、ママと二人だけなら、遊びも限られ、すぐに退屈してしまうのです。特
に幼児は、本を読むわけでもない、新聞を読むわけでもない。ただ、ただ、遊びたいのです。そうか・・・確か
に、肉体的苦痛が取り去られた瞬間から、“退屈”に押しつぶされそうになる。
「だからね・・・入院生活から“退屈”を取り去ってあげたいの。院内学級はあっても院内保育は無いしね。」
こんな素朴な疑問から始まった院内での遊び保育。それが、京大病院でのにこにこトマトの原点やぷくぷくの
原点です。
私もたった一日ではありますが、静岡県立こども病院で、ピアノの発表会を企画しました。ピアノが弾ける子
は、綺麗なお洋服に着替えて、ピアノを弾く。ピアノが弾けない子は、ピアノの先生の伴奏で歌を歌う。ほん
の２時間ばかりの企画でしたが、子どもたちは、本当に子どもらしく生き生きとしていました。
ただ、まだまだ院内保育、院内遊びを継続的に行っているところは少ないのが現状です。入院している子ど
もが、入院を楽しいものと感じるためにも、全国の病院で遊びがいっぱいあふれますようにと願っています。
ぷくぷくばるーん設立当初から、理事として応援してくださっている
大谷貴子さん。
誰もが大ファンになってしまう、明るくて面倒見の良いお人柄です。
毎日、家業の傍ら全国の患者さんやご家族からの相談や講演で
全国を飛び回っている、超大忙し、大人気の女性です。

日本骨髄バンク
大谷貴子さんは、ご自分が29年前に白血病になり、お母さんから
骨髄提供を受けて骨髄移植をし、それがきっかけで初めて日本に
骨髄バンクの前身を創られました。
骨髄バンクは今や当たり前の存在ですが、大谷さんやそのほか
創設に携わった方々の苦労は、並大抵ではありませんでした。
みなさんの奮闘のおかげで、現在大勢の骨髄移植を必要とする
患者さんの命が助かっています。
H27.10末現在

ドナー登録者数 455,799名
患者登録者数
3,082名

まだまだ全員の患者さんにドナーがマッチングするには、人数が
足りません。ドナー登録は献血の時にも簡単にできますので、是
非ドナー登録にご協力ください。
ぷくぷくばるーんが定期的に訪問している病院は、７病院。
名古屋第一赤十字病院、国立病院機構名古屋医療センター、
あいち小児保健医療総合センター、名大病院、愛知医大附属病院、名
鉄病院、名古屋掖済会病院、ほとんどが長期入院の病院です。でもこ
れらの病院だけでなく、どこの病院の子供たちにも遊びは必要です。
ぷくぷくばるーんの活動として定期的な訪問を増やすことは、現在の
ところ考えていませんが、病院の子ども達のために何かしたい、と考
えている個人・団体の方たちが病院で安全に、そして子ども達が安心
して活動するための、お手伝いはできます。
小児病棟の子ども達のために、自分のチカラを提供したい！と考え
ている方、是非ぷくぷくばるーんにお問合せください。
病院と希望の活動を確実に繋げられるものではありませんが、希望活
動内容、病院での活動諸注意、病院とのコンタクトの取り方などのアド
バイスをさせて頂きます。

日本骨髄バンク

http://www.jmdp.or.jp/

ドナー登録に関する問い合わせ

0120-445-445
（フリーダイヤル）

インターネット募金
http://www.jmdp.or.jp/help_us/howto/internet.html
大谷貴子さん書籍
「生きてるってシアワセ！」 スターツ出版
「白血病からの生還～霧の中の生命」 かに心書
「霧の中の生命（いのち）」 リヨン社

小児病棟の子ども達のために
楽しい時間を提供してくれる
個人・団体の方、アドバイス
させて頂きます！
【問合せ先】
E-mail
pukupuku@pupu-b.jp
HP問合せ http://pupu-b.jp
担当・大竹
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ぷくぷく イチオシ！
『わたし、がんばったよ。
急性骨髄性白血病をのりこえ
た女の子のお話』
今回ご紹介する本は、ぷくぷくのスタッフの友人のお子さんを題材にした書籍が11月
の下旬ごろに発売されるので是非みなさんに手に取っていただけたらと思いご紹介
させていただきます。
美咲ちゃん（仮名）は、治療のために遠方から名古屋の病院へ移り、お母さんと一緒
に治療に専念していました。ぷくぷくのスタッフとは、そこで一緒に闘病生活をした仲
間でもあります。
辛かったこと、悲しかったこと、楽しかったこと・・全部ひっくるめて一緒に乗り越えてき
た仲間です。今では元気に高校生活を送っている美咲ちゃん。
そんな、美咲ちゃんからのメッセージが一冊の本になりました。
書店で探してみてください！

著・岩貞るみこ

絵・松本ぷりっつ

バーチャルジェットコースター！＆
お部屋でプラネタリウム
from 愛知工業大学（鳥居研究室）
9月8日、愛知工業大学の鳥居一平教授と、メディア情報研究会
（鳥居研究室）の学生の皆さんが、名古屋第一赤十字病院で
バーチャルジェットコースターと、プラネタリウムのイベントを
してくださいました。
ヘルメットのようなメガネをつけ、一人用のいすに乗ると、目の
前は愛工大の空の上。がたがた動いたり風がきたり、まるで
本物のジェットコースターのような感覚です。
プレイルームに出れない子には、ベッドの上で見れる本物のプラネタリウム映像。
どちらも、長く病院で生活をしている子ども達にとっては、とても貴重で楽しい体験で
す。病院の中でも子どもらしい、上質な時間を。ぷくぷくばるーんのコンセプトそのまま、
子どもらしい笑い声いっぱいの、楽しい時間でした。

新しいぷくぷくばるーんスタッフの栗崎さん。 ２回目（前半）です。
ぷくぷくばるーん新スタッフ
栗崎 陽子

ボランティアのお手伝いを初めて感じた事。
私はやってあげてるのよという自己満足だけの活動、おしつけるような考えでなく、見返りを求めず行うことだと。
日頃私たちはどうしても自分のことを考えてばかり、子供ならば普通に学校にいって友達と遊び
自宅に帰り 家族で食事をとる。あたりまえのことです。
でも病院の子供たちはそんなあたりまえのことが、とても特別です。
だからこそ、そんな子供たちの心の片隅にでも、笑顔で遊んだことを覚えてくれたらうれしいな。

はじめ緊張していたこどもたちも、バルーンで遊んでいると目をきらきらさせ、無我夢中でみんな遊びだす。バルーンマジックだぁとい
つも思います。
私はまだまだバルーンがうまくできないですが、これも回数こなしていけばうまくなるかなぁ。まだまだ未熟です。
こどもの笑顔は母親の笑顔につながるかと思います。
私がめざしているボランティア活動、それは子供たちはもちろん、闘病生活を2年送ってきた私だからこそ感じる付き添いをしている母
親のメンタルの大切さ。
母親はどんなに苦しくても苦しいといえない。みんなぎりぎりのところでふんばってます。弱音をはきたくてもはけない。いつも子供優
先で自分のことは二の次ぎ。思い起こせば毎日息子と同じベッドで寝ていて、息子のちょっとした異変にすぐ反応するため
2年間はまともに寝てなかった気がします。
今もそんな母親がいっぱいいます。そんなママたちに癒しをあげたい。
そんな思いに賛同してくれたアロマテラピストの友人、同じ体験をしていたママたちとともに、新しい活動ができたらと考えてます。
（次号へ続く）
約1年前に息子さんを亡くした栗崎さん。
自分の経験を活かして、今頑張っている子ども達や付き添うお母さ
んたちのために何かしたい！とぷくぷくばるーんに来てくれました。
これから自分達で活動をしていけるように、準備をしています。
もうすぐ実現できそうですね！
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細かい作業もお姉さん
と一緒に！

ジェットコースター体験、
楽しかった～～！！

これは何でしょう？？
答え・とうもろこし
指人形の手の進化形、
カエル！

8月11日
9月8日
10月13日
11月11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！
点滴がついてる手を使
わなくてもいいように、
一緒に作ろうね。

8月27日
10月19日
名古屋大学附属
病院です。
8月25日
9月29日
10月27日
11月24日
名古屋掖済会病院
です

9月12日
11月14日
愛知医大病院
です

どこの病院でも、遊び
に来れなかった子ども
達のために、製造工場
でたくさんお土産をつ
くります。

8月～11月（11/24）まで）

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 164名/大人 113名
ベッドサイド 63名
個室他
8名
計235名（子ども）
活動したボランティア
のべ70名（病院での活動のみ）

使用したバルーン
のべ1139本（病院での活動のみ）

ボランティアさんたちは、
活動が終わった後、振り
返りを行っています。
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いろんなお話をしながら、一
緒に作るから楽しい！

８月22日
9月19日
10月17日
11月21日
あいち小児
保健医療総合
センターです

作った後は、みんなで遊ぶ！！

8月14日
9月16日
10月17日
11月21日
名鉄病院です

8月20日
9月17日
10月15日
11月21日
国立名古屋医療
センターです

個性豊かな作品がたくさんできます。
ぷ久ぷ久ボランティアの
お姉さんたち。
みんないい笑顔です！

指人形の出来上がり～

お父さん、お母
さんと一緒に遊
ぶと、楽しい♪

ぷくぷく スケジュール
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～
愛知医大附属病院
・・・ 隔月第2土曜日 10：30～

保育士さんも一緒に遊
ぶから、余計楽しいね！
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Ｖｏｌ．5
リハビリのお仕事楽しんでます♪

島本美緒

こんにちは、理学療法士の島本美緒です。早いものであっという間にもう6年目となりました！
今回この原稿を書くにあたって、前回どのようなことをかいたのかと思って前回の原稿を見直してみたら転職について書
いてあり、職場を変わってもうすぐで1年になるんだと改めて時間がたつのは早いなぁと思いました。
新しい職場は、前の所とは患者さんの層が異なり、以前は寝たきりの入院患者さんや高齢者の方のリハビリがメインで
したが、今回は外来のみで高齢者の方もみえますが、子どものスポーツ障害などのリハビリも行うようになりました。
職場を変わって患者さんの層が異なると今まで行ってきたリハビリと内容が異なることも多く、最初は色々と知識があい
まいだったり足りないことも多く戸惑いましたが、職場の人にいろいろ教えてもらったり、自分で調べたりすることでようや
く慣れてきました。
また、リハビリは少なくとも一人20分は治療を行うため、患者さんと会話をしながら行うことが多く、様々な年代の患者さ
んがみえるため、子どもとは学校の話を話したり、主婦の方には家事のコツなどを教えてもらったり、高齢者の方とは農
作業などの話をするなど色々な話ができておもしろいです！
まだまだ勉強しなければいけないことも多く大変ですが、これからも頑張っていきたいと思います！！ 元患者の美緒ちゃん。
今、こんなに元気に楽
しんで働いています♪

2017年3月12日（土）
第４回 全国遊びのボランティアネットワーク 交流集会
今回は、「遊びのボランティア 白熱教室」です。
病院の子ども達に関わる様々な立場の方々をパネラーにお迎えし、会場
の参加者にもマイクを回しながら進めます。
パネラー、参加者、みんなが一体となっていろいろな問題の解決策を考え
る白熱教室、是非ご参加ください。
ボランティア関係者、病院関係者以外の方の参加もお待ちしています！
詳しくはぷくぷく 大竹まで （pukupuku@pupu-b.jp)

日時：
会場：

2017年3月12日（土）10時半～16時半
エーザイ株式会社 本社ホール
東京都文京区小石川4-6-10

参加費： 無料
ぷくぷく理事の松本先生、あいち小児
医療センター保育士の棚瀬さんも
パネラーとしてご登壇されます！

サンタさんの大事なパートナー、トナカイのおはなし

運営スタッフ
つれづれ日記

１２月…クリスマスですね～！
みなさんサンタクロースのソリを引くトナカイが本当は８頭引きって知ってましたか？
先頭からダッシャー・ダンサー・プランサー・ヴィクセン・ドンダー・ブリッツェン・キューピッド・コメット。
本当はこの８頭で出発予定でしたが、ある年濃霧で目の前さえよく見えない時がありました。
サンタクロースは真っ赤鼻のルドルフの事を思い出し、先頭にたたせてルドルフの赤い鼻輝きで
無事子ども達にプレゼントを配る事ができたと言うことでした。
今では真っ赤鼻のルドルフが一番有名ですよね！
みなさんのところにもサンタクロースが来る事を信じています。
どんなプレゼントが届くか楽しみですね。その為にもいい子でいましょうね。
島本隆子

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。

8・9・10・11月はこれつくりました！
８月 夏野菜
きゅうり、プチトマト、さ
やえんどう、ナス。
これが定番作品なので
すが、子ども達の想像力
で、人参や大根、とうも
ろこし、いちご、メロンな
ど次々に野菜や果物が
出来上がります。
これが楽しい！
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１０月 ハロウィン
かぼちゃにこわーい顔を
したクモと、愛嬌のあるおば
けちゃんをくっつけます。
病棟がハロウィン一色にな
ります♪
９月 水の仲間

１１月 指人形

魚とカメとカエル。
顔を書いたり模様を書
いたりするだけで、とっ
ても愛嬌のある作品が
出来上がります！

芸術の秋！というこ
とで。
肉球のついた手もあ
り、とってもかわいい
動物の指人形です。
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ボランティアばるーん講習会

8/2、9/20、10/18、11/15

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。

「ばるーんで遊ぼう！」
ボランティアに参加して感じたこと・思ったことなど
●子ども達から積極的に声をかけてくれたので、とてもやりやすかった。また参加したい。
●講習会に参加できないままの活動だったので、実際子ども達にスムーズに教えられたかな、と思った。
●カメを一緒に作ったら大きくなってしまい、どうしようかと思ったら、子どもから「恐竜だ！」と言ってくれた。
それを作らないといけないわけではなく、楽しく一緒に過ごせたらいいんだ、と思った。
●楽しむときは思い切り楽しむ、叱るときはきちんと叱る、ということを考えていかないといけないと思った。
●点滴をつけていて、左手が動かしにくい感じだった。援助を心がけたが、自分でやりたい感じの子だったの
で、どこまで手を出していいのか迷った。なるべく右手で行えるように、向きに気をつけた。
●お母さんと一緒に楽しんでいる姿を見て、こちらも嬉しくなった。
●子ども達と会話しながら作るのは、楽しい！
●お父さんが楽しんで作ってくれた。喜んで娘さんにプレゼントしていた。
●点滴を付けた子が、椅子に立ち上がろうとしていた事があり、自分がちゃんと注意してあげないといけな
かった。
●2人を同時にみていて、一人の子と作っている間に、もう一人の子がバルーンを飛ばしたりして、ボランティ
アの人数が少ないと大変。途中からは保護者も巻き込んで作ることができたので、楽しくできた。
●小学生以下の小さい子に対しては、今まで「手助けしてあげないといけない」「面倒をみてあげないといけ
ない」と思い込んでいたが、自ら意志を持って作りたいという姿が見られ、私がやってあげなくてもやるこ
とができるんだ、やろうと思っているんだ、と感じることができ、勉強になった。
●初めは大人しい子かな、と思っていたが、一緒に遊んでいるうちにすごく笑顔になってくれた。
初めて、笑顔は人を笑顔にするんだ、ということが実感できた。

ぷくぷくヴォイス

～ボランティアの声

私たち、こんなこと感じながら活動してます

社会人

森井宏美

ぷくぷくばるーんでの活動を始めてからもうすぐ2年を迎えようとしています。最初に活動に参加したときはまだ大学3年生
であったのが、今では会社で働く社会人です。
大学生から社会人となったことで、平日は仕事に追われる毎日となり、平日に行われる活動には参加が難しくなってしま
いました。そのため今は土曜日が私の活動の中心です。ただ土曜日に参加するようになっても、子どもたちと出会える楽
しさが変わることはありません。また社会人のメンバー方々と一緒に活動できる機会も多くなり、子どもたちとの関わり方
や姿勢など学ばせていただけることもたくさんあります。
活動に行ける土曜日は、会社に行くときと同じ時間に起き、電車とバスを乗り継いで病院に向かう。車内ではうとうと…。
「全然疲れてなんかいないです。」なんて自信を持っては言えない状態に。ただ活動中は子ども達に囲まれてどんどん元
気が湧き、帰るときには幸せな気持ちで帰っている自分が。とするとふと、あれ？自分ばかりが元気をもらって満足してし
まっているんじゃ？子どもたちは本当に楽しい時間を過ごせたかな？という気持ちが湧き上がってきます。社会人になっ
てみると時間に自由が利かなくなり、心にも体にも余裕がなくなりがちになってしまいました。余裕がないとやることなんで
も雑になってしまいます。そんな人と一緒に過ごしても心から楽しめないですよね。子どもたちだって思いっきり楽しめな
い！そんなことにこの1年は気付かされました。まだまだ社会人1年目、どうすれば余裕を持てるのか、ぷくぷくばるーんで
の活動はもちろん、毎日の暮らしでも探していこうと思います。
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是非チェックしてくださいね♪
http://blog.canpan.info/pukupuku/
9月8日

小児病棟でジェットコースター♪

今日は、なんと！
名古屋赤十字病院の小児病棟へ、
ジェットコースターが来たのです！！
それだけではなく、なんと！
プラネタリウムまで！
なんて、それは愛知工業大学のみなさんが、
大きな機械を持ち込んでくださった
バーチャルジェットコースターと、
壁に映す、本当のプラネタリウムで使われている映像でした♪

学生たちが見守る中、子ども達が楽しんでいます。
楽しくて楽しくて、2回乗りに来る子も。
院内学級の部屋に来れる子はその場で体験し、
お部屋から出られない子は、部屋の壁にプラネタリウムの
映像を映し出しました。

マッサージチェアのような椅子に座り、
カメラを被ると、始まります。
椅子が揺れ、音がして、扇風機から風まで。
映像は、愛工大の周りにはられたレールを、
びゅんびゅん走りまわるもの。
臨場感たっぷり、子ども達は大喜びでした。

これ、病室の壁です。
小児病棟の子ども達に、
こんな素敵な非日常を届けてくれた、愛工大の鳥居教授、鳥
居研究室の学生さんたち、本当にありがとうございました。
次の病院も、よろしくお願いします♪
大竹 由美子

こんな椅子に座ります。

ぷくぷく公式ホームページとブログに加え、
フェイスブックページができました！
アメブロ

H P

フェイスブック

オ

http://pupu-b.jp

ぷくぷくブログは、
ＨＰから見ることができます。
トップページ下にある、このマークを
クリックしてくださいね！

フェイスブックで
「ぷくぷくばるーん」を検索！
「いいね」を押して
くださいね！

広告掲載をしてくださる方募集中！
ぷくぷくばるーんでは、会報に広告を掲載し、活動にご協力
いただける企業、お店を募集しています。
内容は、企業やお店の紹介、ロゴ、などなんでもＯＫです。
その収益金は、会報作成、発送費等に使われます。
99
1区画 ５，０００円

ぷくぷく活動履歴

＜８月＞
１日（土）
１日（土）
２日（日）
２日（日）
１１日（火）
１４日（金）
１８日（火）
２０日（木）
２２日（土）
２３日（日）
２５日（火）
２７日（木）

・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

第一日赤 ふれあい祭り参加
北部療育センター夏祭り参加
ボランティア講習会
つうしん発行作業
＜１０月＞
名古屋第一赤十字病院
名鉄病院
全国遊びボラミーティング
国立名古屋医療センター
あいち小児医療センター
青い鳥医療センター 夏祭り参加
名古屋掖済会病院
名古屋大学附属病院

2015年８月～11月

２日（金）
３日（土）
１０日（土）
１３日（火）
１５日（木）
１７日（土）
１８日（日）

・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

１９日（木）
２３日（金）
２７日（火）

・・・
・・・
・・・

名鉄病院
モリコロ基金実施報告会
愛知淑徳大学コラボメッセ
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
ボランティア講習会
運営ミーティング
名古屋大学附属病院
全国遊びボラミーティング
名古屋掖済会病院

１日（日）
６日（金）
１１日（水）
１４日（土）
１５日（日）
１９日（木）
２１日（土）
２４日（火）

・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

運営ミーティング
名鉄病院
名古屋第一赤十字病院
愛知医大病院
ボランティア講習会
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

＜９月＞
８日（火）
１２日（土）
１６日（金）
１７日（木）
１９日（土）
２０日（日）

・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

名古屋第一赤十字病院
愛知医大病院
名鉄病院
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
２９日（木） ・・・ 名古屋掖済会病院

＜１１月＞

ぷくぷく活動予定 2015年１２月～2016年３月
＜１２月＞
１日（火）
４日（金）
６日（日）
６日（日）
２日（日）
８日（火）
１０日（木）
１７日（木）
１９日（土）
２２日（火）

＜２月＞
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

名大病院 ボランティア表彰式
名鉄病院
つうしん発行作業
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
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

＜３月＞
＜１月＞
８日（金）
９日（土）
１２日（火）
１６日（土）
１７日（日）

・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

１９日（火）
２１日（木）
２６日（木）

・・・
・・・
・・・

編

集 後

記

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
全国遊びボラミーティング
国立名古屋医療センター
名古屋掖済会病院

５日（金）
９日（火）
１８日（木）
２０日（土）
２１日（日）

・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

２３日（火）
２５日（木）

・・・
・・・

４日（金）
８日（火）
１２日（土）
１２日（土）
１７日（木）
１９日（土）
２０日（日）

・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

２２日（火）

・・・

名鉄病院
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
名古屋掖済会病院
名古屋大学附属病院
名鉄病院
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
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

特定非営利活動法人

ぷくぷくばるーん
寄付も会員も
ボランティアも
募集してます

早いものでもう12月になりましたね。
誰もが皆毎日同じ時間を過ごしているはずなのに、時の流れを早いと感じ
てしまいます。
いつもの風景が、ふとした瞬間に紅葉していたり落ち葉が増えてきたなと感じ
られるのも、日本に四季があるからだと改めて思います。ぷくぷくの活動にもこ
の四季を取り入れていることはお気づきでしたか？病院の中にいると感じるこ
とが少ない季節を、少しでも感じてもらえれば、と思います。
体調を崩しやすい時期になりました。
次回の
体調管理に気をつけて、残り少ない今年の
ぷくぷくつうしんＶｏｌ.31 春号は
1日1日を過ごしましょうね。
２０１６年４月初旬発送予定です。
橋本 ゆかり
乞うご期待！！

〒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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