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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）

★ぽぽうたごえサロン

ぽ ぽ だ よ り
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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’

!!

鳩ポッポの‘ぽぽ’

平成最後のお正月を迎え、私達団体もこの４月を

一歩一歩の‘ぽぽ’

もって設立から２０歳の大人の仲間入りをすることに
なりました。最初はどうなることやらわからず、「任意団体 NPO ぽぽハウス」
として誕生した私達も、法人格を取得してからはただ一心に『誰もが
「生きていてよかった」といえる街をつくりたい』との思いを胸に
ここまで走ってまいりました。現在の NPO ぽぽハウスのフォーマル
なサービスはもちろん、私達が必要と考えるインフォーマルなサー
ビスもそれを必要とする人がいる限りやり遂げていきたいと思って

♪ イベント案内 ♪
♪

【誰もが「生きていてよかった」といえる街をつくりたい】

います。今後ともぜひご支援ご協力いただきますようお願いいたします。
13：30～14：30

※都合で変更になる場合があります。

開催予定日：2 月 14 日(木)20 日(水) 3 月 8 日(金)20 日(水) ※申込み不要!!
★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：2 月 25 日(月) 3 月 25 日(月)
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!!
場

所：ぽぽハウス「交流プレイルーム」

✿
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理事長
山脇 昤子

!!
2001 年（平成 13 年) に NPO ぽぽハウ
スが法人格を取得してから「ぽぽだより」を
発行して以来、今回で記念すべき第 200 号
を迎える事ができました。 基本毎月発行で
「NPO ぽぽハウス」の各種活動や思いを伝

お問い合わせ先：0749-21-0664

★「女性･ヨガ教室」PART22
2 月 14 日（木）3 月 14 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。
会 費：1,500 円（一括前払い） ※事前予約制、先着順（会費納入）とさせて頂きます。
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

えてまいりました。今後もご愛読いただきま
すよう、宜しくお願い申し上げます。

♪ ボランティア募集中 ♪

（NPO 活動部 黒田）

♪
・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

1

追伸：お気づきのご意見ご要望がありましたら
何なりと“NPO ぽぽハウス”に
お申し付け下さい。

!!

♪ 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

口 座 名 義

口座記号

口座番号

ゆうちょ銀行

特定非営利活動法人 NPO ぽぽハウス

00980-4

130131

!!
★寄付をいただきました。ありがとうございます★
彦根市在住の Y.H 様より果物のご寄付を、㈱イチバン
コーポレーション様よりお菓子のご寄付を、
いただきました。ご厚意に心より感謝いたします。

<今月の中面>
○ 年明けのみなさんの活動です!!
○ 合同クリスマス会!!
○ NHK 歳末たすけあい助成事業
「子育てママのふれあい交流会」を
開催しました!!
○「まちなかシアター」開催します!!

✿ NHK

!!

✿

!!
《12 月 17 日

パート 1》 わらべうたベビーマッサージ(あし)
＆ ミニハーバリウム Xmas バーション】
ママのわらべうたであしのマッサージをしてもらい、心地よくなった
赤ちゃん達!! その後、ママ達がハーバリウムやティータイムを楽しんで
いる間、機嫌よくおもちゃで遊んだり、
スタッフに抱かれたり、寝てしまったり…。
初めて出会うママ同士で、お茶を飲みながらママ達も
ゆったり!! 会話もはずみ途切れることがありません
でした。
《1 月 21 日
パート 2》

!!

【わらべうたベビーマッサージ(おなか・せなか・かお)
＆手形足形でカレンダー作り】
今回の事業は 5～8 ヶ月の赤ちゃんとママを対象に
しました。 親子のふれあい、ママ同士のふれあいと
ちょっとした製作やティータイムを共に過ごし、ゆっ

!!

!!

たりとした時間を楽しんで
いただけたと思います。これ
からも子育てを助け合う仲間
として、集うきっかけづくり
になれば嬉しいです。
共同募金の寄付者の皆様、
ありがとうございました。 （子育て 酒井）

!!

✿
12 月 25 日(火)、子ども達がわくわくお楽しみのクリスマスの季節。「ぽぽハウス」
と「きらめき」で合同クリスマス会を開催
しました。 ツリーには子ども達が作った
カラフルなオーナメントをつけ、クリスマ
スソングを楽しみ、風呂敷のバルーンの
遊びでは、ふわりふわりと不思議な動きに
子ども達も夢中。それぞれの感じ方で楽し
んでいました。最後はみんなでおやつで
ごちそうさま!! 二つの事業所のとても
良い交流となりました。
（きらめき

近藤）

～「まちなかシアター」を開催します ～
日

時：2 月 15 日（金）

13 時 00 分～14：20

場

所：ＮＰＯぽぽハウス

はばたき 2 階

タイトル：
「綾小路きみまろの人生ひまつぶし」
（69 分）
内

容：番組「人生ひまつぶし」で訪れた地を“きみまろ目線”で
紹介していくとに、そこで出会った人々との爆笑のふれあいを収録。
貴重な地方公演拡大バーションで収録!!
・滋賀 大津 ＆ 青森 むつ市の爆笑スーパーライブとふれあいの旅
・特別映像「きみまろの中高年人生相談」講演会等…
みなさん、ぜひお越し下さい!!

お待ちしております!!

