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皆様こんにちは。常日頃よりＮＰＯ“はっちぽっち”の活動に多大なご理解

とご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。

、“ ” （ ）さて はっちぽっち も２００５年１０月に特定非営利活動法人 ＮＰＯ

として大阪府の認証を受けてから、子育て支援活動として親子集いの広場事業

や一時預かり事業（ほっとメイト）をスタートさせて２年目を迎えました。昨

年からは、７年間地域のボランティアで取り組んできた、街かどデイハウス支

援事業（ほっとスル）を“はっちぽっち”の活動として合流しました。また、

２００６年度から(平成１８年度)葦原・玉島小学校区を範囲とした「いきいき

ネット事業」を茨木市から事業委託をうけて活動を開始しています。

“はっちぽっち”の活動は、ふれあい・助け合いを通して「地域で一人ひと

りの人権が尊重され『自立・自己実現ができる社会』の実現に向け、誰もが住

みやすい人権のまちづくりと地域福祉の向上に寄与すること」を目的に、活動

をすすめていきたいと考えています。

今年度は、茨木市の市民活動センターも活性化に向けて１０月から指定管理

者制度が導入されます。当法人も市内のＮＰＯ活動を推進する仲間とともに積

極的に関わっていくなかで福祉・人権・子育て・環境などさまざまな課題にチ

ャレンジすることで「ソーシャルインクルージョン （さまざまな困難をかか」

えた人たちを排除することなく包み込

めるよう、相談事業を通じて課題を解

決する ）の視点を大切にしていきた。

いと思います。

今後とも当法人の発展・向上のため

皆様のご指導とご支援をお願い申しあ

げます。また、正会員・賛助会員への

入会をいただきました皆様にも書面を

もってお礼とごあいさつの言葉とさせ

ていただきます。

“はっちぽっち”理事一同

－１－



 

 

 

　２００７年６月２４日(日）茨木市セカンドステージ応援セミナー実行委員会主催で

「セカンドステージ応援セミナーin茨木」が茨木市生涯学習センター　きらめき

ホールで行われました。

　“はっちぽっち”より子育て・子育ち支援「ほっとメイト」・街かどステーション

「ほっとスル」・「いきいきネット」の３事業からスタッフが各１名ずつ参加しまし

た。当日は、各事業ごとに作成したパネルを展示し、活動紹介と人材募集をしまし

た。また、講師２名による講演会が開かれ、他の出展グループの方々の活動を聞くこ

ともでき、参加したスタッフのスキルアップになりました。

　２００７年５月２７日(日）沢良宜浜三公園で｢第６回　葦原地域ふれあい

まちづくりフェスタ」に参加しました。　

　“はっちぽっち”パネルの展示・各事業の通信などを出展しま

した。「ほっとスル」は、ポテトもちを販売しました。おいしい

　　　　　と評判でした！

－２－



「ほっとメイト広場」

　 ２００７年５月１１日（金）茨木

市つどい連絡会主催で、｢みんなあつ

まれ！にこにこフェスタ｣が茨木市上

中条青少年センターで行われました。

これは、茨木市全体に「つどいのひ

ろば」事業を知ってもらおうと企画

された、第１回目のイベントでした。

　全国的にみても茨木市の「つどい

のひろば」事業は活発で、先導して

いる形です。当日、参加してくださ

った野村宜一茨木市長からもお褒め

の言葉をいただきました。「ほっとメイト広場」では、司会・音響・タイム・場

内整備などのお手伝いをしました。１１ヶ所の「ひろば」のパネル紹介・２分間

の「ひろば」の紹介のパフォーマンス・人形劇団クラルテ「きかんしゃポーん」

の公演がありました。３歳未満の１２０組の親子が１時間、休憩なしでの公演で

退屈してぐずる子どもさんもいましたが、人形劇はとても楽しかったので、だん

だん引き込まれていきました。参加した保護者の方に、自分たちが利用している

「ひろば」だけでなく茨木市全体の「ひろば」のことを知ってもらうことができ

いいイベントになりました。参加したスタッフも、１つの目的で協力し

てフェスタを作り上げるということもあり、自然と他の「ひろば」

との交流ができ一人一人がいきいきとしていました。いいスキル

アップになりました。

｢ほっとメイト｣の活動は、

　　　利用者の方に支えられています！

　「ぷちメイト」を卒業したお母さんから「ベ

ビーマッサージ」の講師の方を紹介していただ

きました。４月から、「ベビーマッサージ」の

日(要予約）を始めました。月１回おこなわれ

ます。募集をおこなったところ１７組の親子が

参加されました。乳幼児をもつお母さん方の交

流にもなり、喜ばれています。新しいお母さん

の参加のきっかけともなりました。

－３－



　広場事業が平成１９年度から『地域子育て拠点事業

の｢ひろば型｣』としてスタートしました。国・府・市

の支援で行われています。｢ほっとメイト広場｣では、

３つの新しい活動を始めました。

１．「ぽ か ぽ か メ イ ト 」
　〈公民館・街区公園(児童館)・プレーパーク等の

　子育て親子が集まる場に、スタッフが定期的に出　

　向き必要な支援や見守り等を行う取組〉

　「ぽかぽかメイト｣は、毎週火曜日午前１１時頃に

　公園に出向き広場のアドバイザースタッフが手あそ

　び・絵本・ゲームなどの｢遊び｣をはじめ、相談・子

　育てに必要な支援・見守りを行う活動です。（雨天

　の場合は、木曜日。金曜日までを予備日としていま

　す）

　　まだ、始めたばかりで、｢ぽかぽかメイト｣を目　

　的に参加された方は、いらっしゃいませんが、た　

　またま来られていた方が、引っ越ししてきたばか　

　りということで、｢ほっとメイト｣を紹介すると利　

　用されるようになりました。こういう地道な出会　

　が保護者の方々との出会いや交流のきっかけづく　

　りになれればと考えています。

２．「パ パ の 日 」
　〈父親サークルの育成など父親の子育てに関するグ

　ループづくりを促進する継続的な取組〉

　　毎月第３土曜日午前１０時～１２時。４月から始

　めたばかりで、パパを中心にとはいきませんでした

　が、茶話会をして、いつもの広場と違い、気軽な雰

　囲気で楽しい時間を過ごしました。

３．「ばあばあ・じいじいとあそぼう」
　〈地域の高齢者や異年齢児童等と世代間の交流を継

　続的に実施する取組〉(街かどステーション「ほっ

　とスル｣を中心に月１回交流を行います)

　　５月１０日(木）“おはぎづくり”｢ばあばあ・じ

　いじいに学ぼう」をしました。ばあばあ・じいじい

　のやり方をよく見て「あずき・あんこ・ごま・きな

　こ」の４種類のおはぎをつくりました。みんな４個

　を“ぱくり”と食べてしまいまいた。きっと自分の

　にぎったおはぎは、おいしかったのでしょうね♪

　　まだまだ、｢ほっとスル｣との交流は、どちらも遠

　慮がちですが、交流を繰り返すたびに、うちとけて

　いけばいいなぁと考えています。

－４－

“島ふれあい公園”(ぽかぽかメイト)

　　　　　“おはぎづくり”

　　（ばあばあ・じいじいとあそぼう)

　　　　　　　“歌体操”

　　（ばあばあ・じいじいとあそぼう）



※親子リトミックが始まりました！

毎週火曜日午前１０時～１０時４５分(２歳親子）

　　　　　午前１０時５０分～１１時３５分(１歳親子）

　１歳のクラスは、“よいよい”できるかできないかの子どもたちが、ママと一緒に音楽に

あわせて身体を動かしています。泣く子どもがいるのではと心配をしていたのですが、泣き

声は聞こえずとても楽しそうにリトミックをしています。ママには、いい運動になっている

ようです。１、２歳くらいになると、動きも活発になりママにとっては大変な時期ですが、

親子で楽しい時間をもつことでリフレッシュできるのでは!?新しい子どもの顔を発見でき、

ますます愛情がわくのではないかなぁ・・・。

※「ぷちぷちリトミック」(左写真）

　うさぎ組　水曜日午前１０時～１１時

　りす組　　水曜日午前１０時５０分～

　　　　　　　　　　　　１１時５０分

　４月から、預かりリトミックを２クラ

スに分けて同じ日に時間をずらす形でス

タートしました。リトミックの特別上級

資格者の藤﨑先生の指導も子どもたちに

合うのか、みんなの目が輝いています♪

耳もしっかり使って少しのリズム音の違

いを聞き取っています。

※「ぷちぷちプレスクール」(右写真）

　４月から、新しいお友達でスタート

しました。ジョシュア先生も月２、３

回来てくれて、子どもたちにも大人気

です。スタート時は、２時間ずっと英

語のシャワーを浴びるので、不安に

なって泣く子どもがいるのではと心配

をしましたが、みんなニコニコ笑顔で

活発に活動しています。子どもたちの

何でも、すぐに対応できる頭の柔軟さ

に驚かされました！

プレスクール｢うれしい声をいただきました！」

　プレスクール卒業生Ｋ君のお母さんからうれしいお電話がありました。ありがとうござい

ます。

　｢幼稚園に昨日から行き始めましたが、とても楽しそうに登園をしています。

自分で『ほっとメイトに行っとったから大丈夫や！』と言って、自分からお友達に声かけを

する姿も見られ、今までのＫとは随分変わって、お父さん共々よろこんでいます。

別のサークルのお別れ会でも『Ｋ君、すっごく変わったね！』とみんなから言われました。

これもみんな「ほっとメイト」の皆さんのおかげです。一言お礼がいいたくて電話しまし

た。」とのことです。

　プレスクールで自信をつけて、大きく羽ばたいてくれたＫ君、スタッフにとって、こんな

に嬉しいことはありません。
－５－



 

－６－

　2007年度は、4月のお花見（桜は、２回。　

バラ公園に行った後、昼食を食べて帰って来

ました。）から始まりました。外出をして身

体を動かしたり、部屋の中では、歌体操や介

護予防運動などを毎日しています。

　４月　
　住宅地内公園で２回のお花見をしまし

た。４月５日(木）利用者６名とスタッ

フが参加しました。(右写真）

　４月２０日(金）利用者８名と「ほっ

とメイト」に来ている子どもとスタッフ

（ほっとスル・ほっとメイト）が参加し

ました。(下写真）

　両日とも天候もよく、桜は満開できれ

いでした。桜を眺めながらの昼食は、お

いしかったです。
　

　給食スタッフが愛情を込めてつくったお弁

当です。

　写真上左：利用者の方用

　写真上右：「ほっとメイト」子ども用



　２００７年３月
　大阪へお芝居を観てきました。

　利用者の皆さんに一番喜ばれているお芝居見

物は、交通の便を考えると何度も行けないです

が、年に２～３回は予定しています。

　少しでも身体を動かし、自分のことは自分で

でき、住み慣れた地域でいつまでも元気で過ご

していただけるよう、試行錯誤の毎日です。

　それぞれ個別に合ったメニューを考えていま

す。

 

－７－

　「ほっとメイト」の「ばあばあ・じいじい

とあそぼう」に参加しました。(写真上）

　月1回の眉のお手入れなどオシャレを

楽しんでいます。(写真左）

　　昨年、クリスマスツリーづくり

のための“まつぼっくり”集めに

ご協力をいただきました皆様、あ

りがとうございました。みんなで

「ワイワイ」と言いながらツリー

づくりを楽しみました。作品は、

公民館の展示に出展しました。



～募集しています！～

特定非営利活動法人はっちぽっち

街かどステーション「ほっとスル」

〒567－0864

茨木市沢良宜浜3－12－19

TEL/FAX 072－667－6555

担当者　小西　和子

※体験利用してみませんか？
　　朝10時までに来ていただくか、ご連絡くださ

　れば食事もしていただけます。

　　　利用時間：午前10時～午後４時

　　　利 用 料：午前・午後各200円

　　　昼 食 料：400円

　　 (1日利用：800円・半日利用：600円)

　興味のある方、詳しく聞きたい方は、「ほっとスル」まで

ご連絡をください。スタッフ一同お待ちしております。

※ボランティア
　　月1回程度、手芸や歌体操、囲碁、物づくり

　などを高齢者に教えていただける方を募集し

　ています。利用者の方に、楽しい時間を作り

　たいと考えています。

－８－



 

－９－

　２００７年４月２９日(祝日）「第１４回　ボランティアの集い“みんな集ま

れ！ボランティアinいばらき”」が茨木市役所前中央公園北グランドで行われま

した。

　「いきいきネット」は、スタッフが参加して、“コミュニティーソーシャルワー

カーとは？!”などの活動紹介をしました。街かどステーション「ほっとスル」

は、スタッフが作成したパネルの展示をしました。他に、模擬店・ミニコンサー

ト・スタンプラリーの参加がありました。スタッフも子どもを連れて遊びに来てく

れました!

楽しかったです♪（スタッフより）

 

 

　沢良宜いのち・愛・ゆめセンターに来てく

ださい。または、お電話下さい。

「どこに相談すれば良いのか分からない」

「市役所から封筒・ハガキが届いたが何のこ

とを書いているのか分からない」「高校・大

学進学の学費が用意できない」「奨学金の制

度のことが知りたい」「介護保険の申請の方

法が分からない」「国民年金が払えない」な

どの相談をお聴きします。市役所などへ行く

ときに、一人で不安な方は付きそうこともで

きます。『いきいき地域支援員』が解決でき

ないときは、専門家などの適切なサービスに

つなぎます。相談料は無料です。

相談したいときは・・・

  ①支援を必要とする方が住み慣れた地域で

安心をして暮らすことのできる支え合うネッ

トワークをつくる  ②支援を必要とする方の

見守り・相談・適切なサービスへの引き継ぎ 

③地域住民活動のコーディネート  ④行政へ

の情報提供　などの役割があります。地域で

生活を総合的に支えることを目指して、住民

と行政がお互いに協力し、取り組みを進めま

す。

「いきいき地域支援員」とは？

“いきいき地域支援員”

　　　橋本　知恵子です！



国民年金保険料が払えない！…そのままにしてませんか？ 

○前年の所得が一定額以下であれば保険料納付が免除されます。 

 …将来、受給する年金額は免除の割合（全額・半額・４／１・４／３）により計算されま

すが全額免除でも１／３は支給されます（その他条件が合えば）。 

２０歳以上の学生の人！ 

保険料を納めていない場合は学生納付特例制度の申請はしましたか？ 

もし、保険料を納めず申請もしていない時に病気やケガが原因で障がいの状態に 

なったら？ 

障害基礎年金が受けられません！ 

今すぐ茨木市役所 国保年金課（本館１階８番）窓口へ！ 

電話６２０－１６３２ 

ひとりで市役所へ行くのが不安な人は 

茨木市いきいきネット相談支援センター橋本知恵子まで！ 

電話６３７－５９６７ ・ 業務用携帯 ０８０－３７８４－１３８７ 

奨学金説明会 

９月２１日（金）午後７時３０分～沢良宜いのち・愛・ゆめセンターにて 

現在中学３年生の保護者・生徒対象 

 

来年４月に高校等へ進学希望の人で学費の準備に不安のある人 

集まってください。個別に相談をお伺いすることもできます。 

－１０－



 

－１１－

～賛助会員募集！～
あなたも是非「ＮＰＯ法人はっちぽっち」を応援してください。

□賛助会員とは・・・

　　「ＮＰＯ法人はっちぽっち」の目的に賛同していただける方！ぜひ賛助会員にな
　って「はっちぽっち」の運営を応援してください。
　　どなたでも賛助会員になることができます。『はっちぽっち通信』(年４回発行)
　を1年間お送りします。

〇年会費（1口からお受けいたしております）

　　個人：１口　１,０００円  　　　　法人・団体：1口　２,０００円

※　年会費は、4月から翌年3月末日までの1年間有効となります。新規入会の場合、
　入会月が4月以降でもこれに準じますので、ご理解のほどお願い申し上げます。

　賛助会員のお申し込みは、「はっちぽっち」スタッフに申し込んでいただくか、
また下記口座まで年会費を振り込んでください（Ｅーｍailも可）。なお、通信欄
に「賛助会員年会費」と明記し、お名前、ご住所、お電話番号、Ｅ－ｍail（お持
ちの方のみ）を記載してください。

〇振込先

　　郵便振替口座記号番号：００９１０－４－１９２３８２
　　加入者名：特定非営利活動法人　はっちぽっち

お問い合わせ先
（電話でのお問い合わせは、月～金曜日の午前９時～午後５時までとなります）

☆「いきいきネット」（葦原・玉島小学校区担当）
　　住所　　茨木市沢良宜浜３丁目１２番１９号
　　　　　　沢良宜いのち・愛・ゆめセンター内
　　　　　　「いきいきネット相談支援センター」
　　TEL・FAX　　０７２－６３７－５９６７
　　E-mail      hotchpotch@hcn.zaq.ne.jp
　　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ    http://www.hcn.zaq.ne.jp/cafjc101/

☆街かどステーション「ほっとスル」
　　住所　　茨木市沢良宜浜３丁目１２番１９号
　　　　　　沢良宜いのち・愛・ゆめセンター内
　　TEL・FAX　　０７２－６６７－６５５５
　　E-mail      hotsuru@hcn.zaq/ne.jp
    ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ    http://www.hcn.zaq.ne.jp/cafjc101/hotsuru/index.htm

☆子育て・子育ち支援「ほっとメイト」
　　住所　　茨木市沢良宜浜３丁目１２番１９号
　　　　　　沢良宜いのち・愛・ゆめセンター内
　　TEL・FAX　　０７２－６６７－６５５５
　　E-mail      hottomeitoｰputi@hcn.zaq.ne.jp
　　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ    http://www.hcn.zaq.ne.jp/cafjc101/hotomate/index.htm


