【 誰もが「生きていてよかった」といえる街づくり】
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居宅介護支援
居宅
介護支援･…ケアマネージメント
訪問介護事業 …ヘルパー派遣・行動援護・通院乗降介助
ひろば事業
…高齢者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・宅老
あったかファミリー
ステーション

「ぽぽハウス」

児童発達支援事業・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
日中一時支援事業（介護型・集団活動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ））
ｷｯｽﾞﾙｰﾑ・ぽぽキッズくらぶ

はばたき ･･･児童発達支援事業・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
子育て支援事業･…ハピネスあそびひろば・ぽぽあそび隊
むぎゅむぎゅタイム・
彦根市委託事業(すくすく教室･のびのび教室)

彦根市北老人福祉センターハピネスひこね指定管理
車輌部・NPO
車輌部・
NPO 活動部

【NHK 歳末たすけあい助成事業】

おいしいお食事と
ゆったりした
お風呂を
楽しんで
いただきました。

いっせ～
いっせ～の～で～ＧＯ！
とき：12 月１日(日)
（おかげさまで今年
おかげさまで今年で
今年で設立１５
設立１５年
１５年！！）
！！）
10:30～14:30
ところ：彦根市北老人福祉ｾﾝﾀｰ
スタンプラリーも
(ハピネスひこね)
やってます！
オープニング ひまわり太鼓
※先着 100 名様限り
他
大型紙芝居
どんぐりコースター
もあるよ！！

ひろばデイサービス

立命館大学奇術研究会
「マジックプレイヤーズ」
「みんなでうたおう！！」
「わらい袋」のステージ

毎年大好評！！
毎年大好評！！
お楽しみ抽選会
しみ抽選会も
抽選会も
３回予定！！
回予定！！

おいしいものたくさん！！模擬店コーナー

秋の
日帰り
り旅行
日帰

アロマセラピー
カレー たこやき ポップコーン、
（ハンドマッサージ）
さばずし＆コロッケ フランクフルト
コーヒー
クッキー、手作りパン
‘Hira-Perilla’（比良里山クラブ） プリン・・・などなど

～かんぽの宿 彦根へ～

今月の中面は
○明治 HD 株式会社からのお菓子寄付贈呈式
○子育てママのケア力アップ事業 「子どものケアアドバイス隊」
○日中一時支援事業集団活動プログラム 「チャレンジャー！」第 2 期
○ママのための再就職チャレンジセミナー案内

みんなきてね！

編集後記

ある日の母娘の会話。 娘：ねえ、‘おべんとうばこのうた’ってあるやろ？♪これっ
くらいの、おべんとばこに、ってやつ。 母：うん。♪おにぎり、おにぎり、ちょいとつめて… 娘：それ
ね、‘おにぎり、おにぎり～’じゃなくて、‘おにぎりをにぎり～’が正しいって。twitter で話題なんだっ
てよ。 母：うっそお～？そんなん、初めて聞いたわ！…その後、家にあった CD の歌詞カードを確
かめてみると…さて、どっちだったでしょう？都市伝説のような、ちょっと気になる話でした。（P)

おかし ありがとうございました

木工細工に挑戦したよ！
～2013 年度第 2 期～
2013 年度第 2 期の「チャレンジャー！“木工細工”」が、9・10・11 月の 3 回に
わたっておこなわれています。
1 回目の 9 月 28 日は、「工具をつかってみよう」
というテーマで開催しました。子どもたちはみんな
わくわくどきどきした様子で、のこぎり・キリ・なた・
紙やすりなどの道具をみつめていました。工具を
始めてみる子もいれば、「知ってる！」という子もい
て、どの子も工具の説明を興味深そうな‘まなざ
し’で聞く姿がみられました。実際に工具を使いだ
すと、上手に使いこなす子どもたちにスタッフも
びっくり！その日は世界にたった一つだけの自分
だけのキーホルダーを完成させました。
2 回目の 10 月 26 日は「木工で食器を作ろう」。まずはコップづくりから、一人
ひとり好みの大きさや形を考えて材料を選び、の
こぎりで切り始め、飲み口を紙やすりで丁寧に磨
きました。次のお箸づくりでは‘なた’で竹を割き、
紙やすりで「これでいいかな？」と、一生懸命磨き
ながら仕上げました。みんな工具を慎重に使い、
出来上がりに満足感を味わい、良い体験になり
ました。
11 月の第 3 回は、この手づくりの食器でランチを楽しみます。(藤田)

このたび明治ホールディングス株式会社より、明治製菓
のお菓子をご寄付いただき、10 月 30 日に贈呈式が「はば
たき」にておこなわれました。
今回の寄付は、（株）明治 HD の株主様のご意志による「寄贈選択制度」で、日本 NPO
センター・しが NPO センターを通じておこなわれたものです。贈呈式当日、明治 HD の社
員の方から代表の子どもがお菓子を受け取り、子どもたちからはお礼の言葉とメッセージ
カードを送りました。チョコレートなどのお菓子の箱が何箱も積み上げられているのをみた
子どもたちは、式の最中もお菓子の箱のほうに視線が釘付け。
箱から出てきたお菓子を持っての記念撮影のときには、はやく
も食べたそうな表情の子どももいました。
寄贈されたお菓子は「ぽぽハウス」「はばたき」の子どもたちが
おやつでいただいています。
最後になりましたが、寄贈していただいた明治 HD 様、ならび
に推薦いただいた日本 NPO センター様、しが NPO センター様、この場をお借りしてお礼申
し上げます。本当にありがとうございました。

「はばたき」が‘こども 110 番の家’になりました。
子ども達が困った時などにどうぞご利用ください。
滋賀県健康福祉課委託事業

小児救急医療適正受診事業

子育てママのケア力アップ事業
昨年度に引き続き 8 月から「子育てママのケア力アップ事業」を実施しています。看護
月から「子育てママのケア力アップ事業」を実施しています。看護
師・保健師・管理栄養士・歯科衛生士などの有資格者による「ケ
アアドバイス隊」を編成し、子育て中の保護者の方に子どもの日
常的なケアの方法や子どもを観察するポイントを知っていただく
常的なケアの方法や子どもを観察するポイントを知っていただく
ことを目的に活動しています。今年度は彦根市・甲良町・愛荘
ことを目的に活動しています。今年度は彦根市・甲良町・愛荘
町に加え新たに多賀町でも開催しています。相談内容として
は、歯みがきの方法や季節柄インフルエンザの予防接種に関
は、歯みがきの方法や季節柄インフルエンザの予防接種に関
すること等、様々です。
すること等、様々です。
また、離乳食や偏食など食に関する質問も多く、栄養面の質
問や食事の量、特に食べない場合の最低限必要な食事の量に
問や食事の量、特に食べない場合の最低限必要な食事の量に
ついての質問もきかれました。子どもの成長には『食』が欠かせ
ず、保護者の関心が高いことを改めて実感しました。（大澤）

開催します！

2013 年度ママのための再就職チャレンジセミナー

ママ(母)もワイフ（妻)も‘輝く私’ PART2
～くらしに役立つお金と生活設計～
滋賀子育てネットワーク主催で(特活)ＮＰＯぽぽハウスが彦根会場を担当して
実施いたします。

日
場

時：2013 年 12 月 19 日(木) 10：00～11：30 ※定員 15 名
所：障害児通所施設「はばたき」 (彦根市平田町 105-7)
℡（0749）27-9777
参加費：100 円(飲み物代)
※託児サービス(無料)いたします。事前にお申し込みください。
講 師：ＦＰエージェントファイナンシャルプランナー（ＣＦＰ）福井浩二氏
（お申し込み・お問い合わせ先℡）（0749）21-0664 ＮＰＯ活動部まで

