【 誰もが「生きていてよかった」といえる街づくり】

ぽ ぽ だ よ り
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特定非営利活動法人 NPO ぽぽハウス
今年も
今年も NPO ぽぽハウスをどうぞよろしく
ぽぽハウスをどうぞよろしく！
をどうぞよろしく！

「ぽぽハウス」の‘ぽぽ’は…
たんぽぽの‘ぽぽ’
一歩一歩の‘ぽぽ’
鳩ぽっぽの‘ぽぽ’

副理事長 福井 久美子
2013 年は、念願であった自分達の拠点を持ちました。
さて 2014 年は、この拠点をどのように地域交流に活か
せるかが課題です。また消費税 8％に乗せて掲げられた「子育て支援」
「医療・地域福
祉」等期待も大きいですが、それに伴い社会環境の変化も大きく変わる事になります。
それには子育て経験の保育ママをはじめ、種々の潜在資格者の掘り起し等市民のマン
パワーに期待するところは大きいです。私達もその一助を果たす事を使命に感じ活動
していきます。

事務局
事務局
➣事務員がチームワークを保ちながら、各部門
ケアマネ部
に細やかな配慮で接する事ができるよう頑張
昨年は主任介護支援専門員の研修に
ります。（M）
11 日間参加させていただき、広い視野
➣“驥は一日にして千里なるも、駑馬も十駕す
で多角的に物事を捉え可能性を見つけ
れば之に及ぶ” 仕事も私事も全力で！（K）
出す事を学び、大変勉強になりました。
今年は 2015 年の介護保険制度改正に ➣いつも新しいことにチャレンジし続ける‘ぽぽ’
を‘チーム事務’は応援します。（T）
向けて様々な素案が出されます。常に
➣報（告）・連（絡）・相（談）を忘れず、初心を忘
アンテナを高く上げ、新しい情報を入
れずに仕事を頑張ります。（K）
れつつ、利用者様の声や現場スタッフ
➣今年は天然で可愛らしい(?)部分を残しつつ
の声を大切にして、その人らしい生活
が送れるように努力したいと思いま
も、周りにもっと目配りをし、みんなを引っ
す。プライベートでは、昨年はパワー
張っていくリーダー的存在となれるよう私なり
スポットといわれる出雲大社に行くこ
に努力します。（M）
とができました。自分の視野を広げ、 ➣地に足をしっかりと踏ん張り、周りの状況を見
リフレッシュするために、今年は日光
据え、前を向いて進んでいきたいと思いま
東照宮に行きたいです。今年もどうぞ
す。（M）
よろしくお願いします。
（清水）
➣仕事を頑張って覚えます!（K）
➣心強いスタッフに囲まれ、幸せいっぱい。安
心して日々の業務を任せ、ゆっくり後からつ
ありがとうございました
いていきます。（T）
イチバン・コーポレーション(株)様
よりお菓子の寄付をいただきました。
有効に使わせて
今月号は、「NPO ぽぽハウス』からの年賀状です！
いただきます。
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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
…高齢者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・宅老
ひろば事業
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

赤い羽根共同募金助成

(防災活動支援機器整備事業)

発電機購入いたしました
平成 24 年ＮＨＫ歳末助け合い助成金(平成２５年度実施事業)にて、
発電機を購入しました。この発電機は、緊急災害時に施設を利用して
いる子どもやお年寄り、さらに施設の近隣にお住まいの方々の安心・
安全を確保することに役立てたいと思います。
関係者のみなさま、ありがとうございました。
「はばたき」施設にてサークル活動始めました！ お問い合わせは 27-9777 まで

10 月より開催した「ぽぽほんわかサロン」
には、どなたでも気軽に参加できま～す!
毎回おいしいお抹茶と和菓子に、頭のト
レーニング+わいわいがやがやの‘お口の
体操’をします。ぜひいらしてください。
＊「ぽぽほんわかサロン」は、
毎月 18 日（土・日・祝日は変更）
10 時～１２時開催です!

北講師を迎え、１０月から月１回開催し
ています。参加者のみなさんは心地良
い汗を流し、和気あいあいと楽しんで
おられます。まだ定員には若干の余裕
があります。新しい木の香る「はばた
き」へぜひどうぞ！
＊今後のヨガ教室の開催日時は
2/27・3/13 １３：３０～ です。

2014 年度参加者募集!(対象：2011 年 4 月～2012 年 3 月生まれの親子)

※詳しいお問い合わせは 子育て支援部
℡080-1420－6041（月～金 10 時～15 時）まで
編集後記

拡大版! NPO 活動部からのご挨拶です。

1/27 より
ﾊﾋﾟﾈｽひこねにて
要綱配布します

♠活動部が発足して２年目、この間様々な行事や事業に参画し数多くの方々と交流が出来ました。今後
はその体験や人脈を生かし活動できるように頑張ってまいります。（K）
♣今年も昨年に引き続き活動部として事業に携わっていき、少しでも多くの人に「ぽぽハウス」を知ってい
ただけるよう頑張っていきます。（O）
♪スタッフのみなさまお忙しい中原稿ありがとうございました。今年は私にとって‘変化の年’。自分らしく
歩んでいけるきっかけの年にしたいと思っていますが…どうかな？今年もよろしくお願いします。（P）

ヘルパー部
＊今年は体調管理を徹底したいです。特に大腸に気を付け腹六分目の食
事、間食をやめたいです。 いつやるの？今でしょ。（N）
＊今年も少ない時間しか関わることができませんが、幸せに過ごして頂ける
よう、お手伝いできればと思っています。現状維持になりますが、よろしく
お願いします。（T）
＊昨年 2 月から訪問介護をさせていただくことになり、まだまだ未熟で勉強
しなくてはいけないことがたくさんあります。今年は少しでも研修会に参加
して、利用者様に喜んでいただける介護を目指し頑張っていきます。（S）
＊今年も心にゆとりを持ち、体調を崩さず、笑顔を絶やさないケアを目指し
ていきたいと思います。ヘルパー部の‘影の力持ち’として活動していきた
いと思いますのでよろしくお願いします。（H）

高齢者デイサービス・あったかルーム

2014 年度 3 歳児「ぽぽキッズくらぶ」参加者募集します
参加者募集します!
します!

彦根市
北老人福祉センター

年初のごあいさつ～

ハピネスひこね

ゆったりルーム
（児童発達支援・放課後等デイサービス）

「先生…」と笑顔で話しかけてくれる子どもたち、手を引っ張
りコミュニケーションをとってくれる子どもたちの思いに寄り
添いながら楽しく活動できればと考えています。昨年は新し
いスタッフも増え、子どもたちにも大人気！！POWER UP し
ました！大きく成長する子どもたちを見守りながら、スタッフ
も日々‘学び’と思っています。これからも居心地の良い場
となるように努め、「あー、たのしかった！おもしろかった☺」
と子どもたちの声が聞こえれば幸いです。（F）

あったか
ファミリーステーション
(小泉町)

「ぽぽハウス」で 1 番小さい子どもたちが
集まる‘キッズルーム’と 3 歳児クラスのぽぽキッズくら
ぶ。2013 年はおじいちゃん・おばあちゃんや地域の方々
に見守られながらいろいろなところに探検に行ったり、い
ろいろな発見をしたりしてみんなぐんぐ～ん成長しまし
た。2014 年も子どもたちが瞳をキラキラさせて何かを見
つけたりチャレンジしたりできるといいなと思っています。
子どもたちが笑顔で思いっきりあそべるようスタッフも元
気いっぱいがんばります！（K）
1/28 募集開始です
詳しくは 21-0664 までお問い合わせください。

定員が 20 名になった「はばたき」、たくさんの子どもたちといろいろな活動を展開していきたいです。（F）
新「はばたき」も 4 ヶ月経ち、大勢の子どもたちと今年も寄り添っていきます。（T）
新しい「はばたき」の環境にみんななじんできました。今年もよろしくお願いします。（U）
今年も「はばたき」のみんなと楽しさいっぱい・笑顔いっぱい過ごしていきたいです。（O）
「はばたき」に異動して半年余り。まだまだ慣れないことばかりですが、みんなで協力して活動につなげ
ていきたいです。（H）
今年もみんなで新しい「はばたき」で楽しく活動していきたいです。（O）
子どもたちの笑顔から毎日パワーをもらってます。みんなで協力していろいろな活動をしていきたいと思
います。よろしくお願いします。（I）

～2014 年

◇「ぽぽに来てよかった！」と言われるよう、利用者様と楽
しく過ごしていけたらと思います。今年もどうぞよろしくお
願い致します。（K）
◇昨年は念願の「かんぽの宿」へお出かけすることができ
ました。今年も引き続きお出かけを計画しています。み
なさん、たくさんお出かけしましょう！今年も「ぽぽハウ
ス」をよろしくお願い致します。（O）
◇本年もみなさまの健康維持のお手伝いをさせていただ
き、安心安全にデイで過ごしていただけるよう努めてい
きます。本年も、ソフトボールやタオルなどを使って無理
のない範囲でしっかりと体を動かしていきましょう！（T）

ぽぽキッズルーム

障害児通所施設「はばたき」

食事担当

平素は食事に関してご支援・ご協力ありがとうござ
います。私事ではございますが、2014 年元日、義
兄夫婦や息子たち夫婦が年始で集まり総勢 10 人
で餅つきをしました。代わる代わる杵をつき、今年
数えで 90 歳になるおばあちゃんも無駄のない動き
で誰よりも上手に餅をつきました。孫たちの「さすが
やなぁ！」の声にとても嬉しそう。つきたてのお餅は
とてもおいしく、みんな笑顔、笑顔、笑顔・・・。今年
もみなさまに笑顔になっていただくために、日々精
進し、美味しい食事を準備したいと思います。（O）

子育て支援部
う れしい！たのしい！happy!
○
そんな大人の日常が子どもを幸せにします。

ま だこれができない、あれもできない…
○
子どもの‘できる’‘できない’に目を向けず、
一緒にドキドキワクワクすること見つけましょう！
今年も子育ての仲間づくり、親子の楽しいこと見つ
けを応援します！（S）

車輛部
本年も車輛部は、ご利用頂く皆様方に「安心して、心
地よくご乗車をいただけますように」とスタッフ一同が
安全第一で運転させていただき、快適なご移動の車
中となりますよう心がけております。車内の温度やご
乗車に関してお気づきの点がございましたら、お気軽
にスタッフまでお声がけしていただけるようにお願い
致します。本年も何卒よろしくお願い致します。
なお、車輛部では現在送迎スタッフを募集しておりま
す。詳細は本部までお問い合わせください。（F）

