【誰もが「生きていてよかった」といえる街をつくりたい】
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認定特定非営利活動法人 NPO ぽぽハウス
「ぽぽハウス」の‘ぽぽ’は…

✿

たんぽぽの‘ぽぽ’

!!
10 月 20 日、清掃活動・
焼き芋体験に高取山へ行きまし
た。ホクホクで、とても
美味しかったです～!!
彦根ライオンズクラブの皆様、
ありがとうございました!!

✿
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ぽぽ相談室（行動障害支援体制配置）
（芹川町）
・特定相談支援･障害児相談支援
・委託相談
きらめき（障害児通所施設）（芹川町）
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・日中一時支援

!!

ＮＰＯぽぽハウス（平田町）
・居宅介護支援…ケアマネージメント
・法人事務局
ぽぽハウス（高齢者通所施設）（平田町）
・地域密着型通所介護（介護予防通所介護）
・ほのぼの（通所型サービスＡ）
・あったかルーム（宅老）
はばたき（障害児通所施設）（平田町）
・児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・日中一時支援
子育て支援部（平田町）
・ぽぽあそび隊
・すくすく教室 ・のびのび教室（彦根市委託事業）
ＮＰＯ活動部（平田町）
・渉外 ・地域市民活動 ・彦根市委託事業
車輌部（平田町）
ぽぽハウス（障害児通所施設）（大藪町）
・児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・日中一時支援
ＮＰＯぽぽハウス（大藪町）
・居宅介護…行動援護･移動支援･同行援護
彦根市地域子育て支援センター「まんまるひろば」（ビバシティ内）
（運営委託事業）

♪ イベント案内 ♪
♪

★ぽぽうたごえサロン

事前に自分達で切符も購入し準備万端で当日を迎えました。

13：30～14：30

※都合で変更になる場合があります。

開催予定日：12 月 7 日(金)19 日(水) 2019 年 1 月 16 日(水)22 日(火) ※申込み不要!!

赤、緑、黄の班に分かれて電車に乗り京都市動物園に行って

★健康サロン
13：15～14：15
※事前予約制、先着順とさせて頂きます。
開催予定日：2019 年 1 月 28 日(月)
※12 月はお休みします!!
持ち物：飲料(水分補給用) 汗拭きタオル
※どちらも参加無料です!!

きました。お天気もよく、駅から動物園までたくさん歩いた
ので、まずは腹ごしらえ。イスや持ってきたシートに座り、

場

おにぎりを美味しく頂きました。食べ終わってすぐに

所：ぽぽハウス「交流プレイルーム」

お問い合わせ先：0749-21-0664

★「女性･ヨガ教室」PART21
12 月 13 日（木）
時 間：13：30～（１時間程度） ※講師の都合で変更になる場合があります。
場 所：NPO ぽぽハウス「はばたき」 持ち物：タオル、ヨガマット、飲料（水分補給用）
講 師：北 京子先生（日本ヨガ連盟認定指導員） お問い合わせ先：0749-27-9777
※事前予約制、先着順とさせて頂きます。参加費は有料です。お問い合わせください。

「キリン見える～」
「カバのつぐみちゃーん」と動物を見に
行く子、アイスやクレープを食べる子、様々ですが、
子ども達が笑顔で楽しんでいる姿は最高です。帰りの電車
では寝てしまう子もいましたが「楽しかった～」と言う
言葉を聞いて、良い

♪ ボランティア募集中 ♪

一日になってよかっ

♪
・送迎用福祉車輌の洗車
月２回 （10：00～12：00 頃 基本水曜日）
・児童の見守り、高齢者のお話し相手等 （日曜除く毎日活動しています）
※ご応募、お待ちしています!! ★問い合わせ先 080-1498-4626 NPO 活動部 黒田

たと疲れが吹き
飛びました。

<今月の中面>

○ ローズウィンドウを作りました!!
（はばたき 中川弘） ○ NPO ぽぽハウス法人研修会
○「子ども食堂」
ありがとうございます!!
○ 施設避難訓練
○「まちなかシアター」開催!!
★寄付をいただきました。ありがとうございます★
○「ひこねエコフェスタ 2018」
㈱イチバンコーポレーション様よりお菓子のご寄付を
に参画しました!!
いただきました。ご厚意に心より感謝いたします。

♪ 私たちの活動を応援してください。よろしくお願いします ♪
NPO ぽぽハウスでは、地域づくりとして介護・福祉・子育て等様々な取り組みをしています。
皆様に支えられて今後もさらに展開していきたいと思います。これからもご支援いただきます
よう、よろしくお願いいたします。
「NPO ぽぽハウス」への寄付はこちらまで!!
振込先
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✿

!!
(

素晴らしいもの
が出来上がりました。
（高齢部 桒原）

✿ NPO

!!

10 月 13 日（土）にひこね燦ぱれすにて NPO ぽぽハウス法人研修会を開催しました。
午前中は、人権啓発専門員の福原さんと彦根市権利擁護サポートセンターの野瀬さんの
講義を受けました。職員の感想を紹介します。
〈研修を受講しての感想〉
・人と比べてしまうのではなく、人と違って
いいと思うことが再確認できた。
・集団心理に流されずにいることの勇気を
最後の朗読で考えさせられた。
・講師の方の伝え方がお上手で、聞いている
相手を考えてくれている研修だと感じた。
〈今後に活かそうと思うこと〉
・コミュニケーション→信頼関係があると受け取り方が違う
・ハラスメント→されたと感じたら声を出せる環境が必要
・コミュニケーションと報連相を
上手く使う
・笑顔で働く職場、信頼関係を築く
〈権利擁護について〉
・自分には縁遠いと思っていたが
内容を説明してもらい、類型も 3 段階
あると聞いて身近なことに気が付いた。
午後は職員交流の目的でボーリングを行いました。

県内の子ども食堂の支援をしていただいて
いる株式会社平和堂様へ、関係者の方々と地元彦根の
子ども代表としてぽぽハウスの子ども達がお礼に伺い
ました。市内 7 ヶ所の子ども達の感謝の気持ちを書い
た 7 枚のメッセージボードをお渡しすることができ、
中日新聞にもその様子が掲載され（11 月 7 日版）、
良い記念となりました。

)

ステンドグラスのような切り紙作品です。カッターや
はさみを使用し細かい線を切っていきます。作業の一つ
一つがとても繊細で、
皆さん悪戦苦闘され
ながら作られました。
苦心して完成された
作品は個性ある

!!

✿
11 月 3 日(土)に“はばたき”“高齢者デイサービス”
“ぽぽハウス”“きらめき”の合同で防災避難訓練を実施
致しました。今回は平田施設で交流事業等の際の地震を
想定した訓練を行い、警報アラームが鳴ると、皆テーブ
ルの下に隠れ、その後職員
の誘導で防災テントに避難
しました。消火訓練や「避難する際に何を持って行くか?」
という防災の必需品のイラストカードを使用したワークを
行い、利用者と職員で相談しながら楽しく学ばれる姿もありまし
た。最近はどこで起きてもおかしくない地震や台風災害が
多く、とても身近な事になってきました。日頃から「その時どう
するか」を皆が意識しておきたいです。 （はばたき 大澤）

✿
11 月 2 日（金）に「まちなかシアター」を開催しました。
今回は「上を向いて歩こう」を上映させていただき、若かり
し頃の俳優さんの名演技を懐かしんでおられ、最後には全員
で「上を向いて歩こう」を大合唱して終わりました。今年度
はこれで最後の開催となります。来年も多くの皆さんに楽しん
でいただける様に企画して参ります。
皆さん、ありがとうございました。

✿

（活動部 羽野）

2018

11 月 17・18 日（土・日）に「ひこねエコフェスタ
2018」（滋賀県立大学「湖風祭」
会場内）に参画しました。 NPO
ぽぽハウスの紹介とグリーンカー
テン作りのパネル展示をし、来場
者の皆さんにぽぽハウスの紹介を
させて頂きました。子ども達も見に
来てくれました。
（活動部 羽野）

