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NPO ぽぽハウス

【 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

№142【
142【HP 版】
2014 年 3 月 20 日発行

認定特定非営利活動法人
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’
一歩一歩の‘ぽぽ’
鳩ぽっぽの‘ぽぽ’

みなさまのご支援に感謝いたします

NPO ぽぽハウスは、認定特定非営利活動法人格を去る２月２７日に認証取得致しました。
NPO 活動は、社会的にも重要な価値を持つものが多い一方で継続した活動をしていくた
めの資金獲得が重要な課題となっています。私たちは高齢者・障がい者・子どもたちに視
点を置き事業を展開してまいりました。今後は認定特定非営利活動法人格を取得したこと
により、より広く住民の皆様にご理解をいただき、共感を得て“誰もが生きていてよかったと
いえる街づくり”を実現すべく充実した活動を展開していきたい
と考えています。今後とも特活 NPO ぽぽハウスへのご支援
ご協力をよろしくお願い致します。
新スタート！！
スタート！！

『ぽぽ相談室』開所しました！
このたび NPO ぽぽハウスが新規事業として「特定相談支援事業」および
「障害児相談支援事業」を行なう『ぽぽ相談室』を開所しました。
障がい児の自立した生活を育み支え、その児童の抱える課題の解決や適切な
サービス利用に向けてケアマネージメントをします。また、定期的にお話を
うかがいサービスの見直しや新たな課題の解決に向け取り組みます。
どうぞよろしくお願いします。
を編成し
編成し、
～
～2013 年度 ぽぽキッズくらぶのおともだち～

うさぎぐみ
こんなにおおきくなったよ！

りすぐみ
じぶんでできることがふえたよ！
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〈今月の中面〉
○卒業お祝い会
○２０１３年度の
事業報告
・すくすく教室
・のびのび教室
・ケアアドバイス事業
○銘菓めぐり
○車いすの寄贈
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居宅介護支援
介護支援･ … ケアマネージメント
居宅
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
あったかホーム

「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

ぽぽ相談室 ･･ 特定相談支援・障害児相談支援
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)

ぽぽハウス
スタッフルーム
通信

彦根市北老人福祉センター（（ハピネスひこね）
彦根市北老人福祉センター
ハピネスひこね）指定管理
渉外・地域市民活動
NPO
NP
O 活動部 ･･･
車輌部

今月は、高齢部スタッフの中村さんをご紹介します。

ぽぽハウスで働いています中村由美です。赤ちゃんから高齢の方まで幅広い年代
の方が集う場所で日々学ばせていただいてます。
まだ数ヶ月ですが、利用者様のお元気な姿を見ることで自分も嬉しく元気になります。
利用者様が子どもさんたちと接している姿や笑顔でお話をされている姿をみていると、
自分自身も心が豊かになります。その笑顔をもっと増やしていけるように心がけていき
ますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

◎ご寄付いただいた方の税制優遇

私たちの活動
たちの活動を
活動を

認定特定非営利活動法人となりましたので、
応援してください
応援してください！
してください！
ご寄付いただいた方は以下の税制優遇が受けられます。
（個人の場合）
・寄付金控除(所得控除もしくは税額控除)
・相続や遺贈からご寄付いただいた場合は相続税の非課税
（企業の場合）
・損金参入枠の拡大

◎寄付の種別
1）一般寄付
2）基盤強化寄付

(特活)ＮＰＯぽぽハウスが行う特定非営利活動等に
活用させていただきます。
ＮＰＯの基盤強化の事業に活用させていただきます。

振込先 （ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行）
銀行） 認定特定非営利活動法人 NPO ぽぽハウス
口座記号
口座番号
00980130131
00980-4
※なお、領収書（税制優遇の手続きに必要となります）が必要な方は、寄付確
認書をお送りいたしますので事務局までその旨ご指示ください。

卒業おめでとう！！
～日中一時支援事業集団活動プログラム
「卒業お祝い会」～

去る 3 月 8 日(土)にハピネスに
て、ぽぽハウスの児童の「卒業お祝
い会」を開催しました。
午前中は各班に別れ、パエリアやスープを調理したり、
調理の具材をベイシアに買い物に行ったりと、今までの体
験で培ってきた力を発揮してもらいました。午後からは卒
業生の保護者様、皆で歌を唄ったりケーキを食べました。
卒業生に楽しかったこと、これから頑張っていきたいこと
を発表して頂きました。皆堂々とした姿で自分の未来と向
き合っていました。
（大澤）

２０１３年度
２０１３年度 事業報告
小児救急医療適正受診事業

ケアアドバイス事業
滋賀県の委託事業として「小児救急医療適正受診事
業」
（子育てケアアドバイス）として去年８月より本年
３月をもって無事終了する事が出来ました。
彦根市を中心に多賀町・甲
良町・愛荘町等湖東圏域に住
まわれている子育て中の保護
者の方々を対象に実施した結
果、期間中 40 会場で約 550
人の方々にご参加いただきま
した。
各会場では“今”の困り事の
相談をしたり「大変参考に
なった」、
「勉強になった」等喜びの声とともに、様々
な質問もあり、盛況のうちに終了致しました。関係
者の皆様方にはご協力頂き本当にありがとうござい
ました。今後共「NPO ぽぽハウス」の活動に引き続
きご支援をお願い致します。（NPO 活動部黒田）

※卒業生に向けて、彦根学園の廣田様より
メッセージをいただきました。ありがとうございました。
ぽぽハウス・「はばたき」を利用の皆さん、ご卒業
おめでとうございます。
4 月からはそれぞれが新しいステップを駆け上がっ
ていくことと思います。
ぽぽハウスや「はばたき」で経験したことを生かし、
自分らしい人生を送ってほしいです。相談員とし
て、皆さんがよりよい人生になるように少しでもサ
ポートできればと思います。この度はご卒業おめで
とうございます。
彦根市委託事業

すくすく教室
のびのび教室
彦根市の委託事業
で 2013 年 6 月から
年間 10 回の講座で
家庭教育支援として
乳幼児とその保護者を対象に
南地区公民館で活動してきました。
初めは場所にもスタッフにも慣れず、お
母さんの足元に隠れていた子ども達も回数
を重ねるごとに笑顔が増えていき、講師に
よる保護者への講座の間もおもちゃと保護
者の間を行ったり来たりして、遊べるよう
になりました。散歩で自然を体感したりふ
れあい遊びを楽しんだり、食育や体や歯な
どの専門の講師による話をたくさん聞きま
したね。
このどれかで
も今後の子育て
のヒントになれ
ば幸いです。
（子育て支援部
織田・中居）

車いすの寄贈
いすの寄贈を
寄贈を
していただきました！！
していただきました！！
今回「滋賀県善意銀行」
より車椅子 1 台を寄贈
していただきました。
ほんとうにありがとう
ございました。
大切に有効に利用させ
ていただきます。

日本全国
銘菓めぐり
銘菓めぐり
(ひろばﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)

去年の６月から日本全
国銘菓めぐりという企画
がスタートしました。
なかなか遠出が難しい
利用者様に普段では食べられない珍しいお菓
子を食べていただきたいという思いで企画し
ています。食べてみたい日本全国のお菓子が
あったらぜひ教えて下さいね！！
皆様からも美味しい情報をお待ちしていま
す。よろしくお願いいたします。（大橋）
←岐阜の栗むし羊羹の
お取り寄せ♪
栗が大きく甘くて
しっかりした味です。
おすすめです！！

～訂正とおわび～
ぽぽだより 141 号 2 月 25 日発行号の中で「ほん
「ほん
わかサロン」の
わかサロン」 5 月開催予定日が 5 月 13 日（金）と
ありました。正しくは
正しくは 5 月 13 日（火）となります。
日（火）となります。
訂正してお詫び致します。時間は 10:00～12：00 です。
是非ご参加下さい！！

