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【 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
… 高齢者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・宅老
ひろば事業
あったかホーム

「ぽぽハウス」

（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)

ＮＰＯぽぽハウス

スタッフルーム
通信

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

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

高齢部でお鍋パーティーをしました。温かく美味しいお鍋に皆さん大喜びでした。
スタッフ紹介です。
今回はぽぽハウス
ぽぽハウスの押谷伸哉
今回は
ぽぽハウスの押谷伸哉さんです
の押谷伸哉さんです。
さんです。

ＮＰＯぽぽハウスは子どもからお年寄りまで多くの方が集う場所です。そこで
万一心臓や呼吸が止まった人に、居合わせた私たち一人一人が救命処置を行える
よう、11 月 16 日（日）に職員研修として普通救命講習Ⅰを実施しました。
27 名が参加、ＡＥＤを使った救命処置のＤＶＤ鑑賞の後、ＡＥＤ訓練用人形を
使って胸骨圧迫や人工呼吸の練習をし、ＡＥＤの使い方等救命処置全般を学びま
した。次回は 2 月に予定しています。
応急手当普及員 本池和子

<今月の中面>
今月の中面>○今年もたのしいこといっぱいでした！！
今年もたのしいこといっぱいでした！！ <裏面>
裏面> ○スタッフ通信
<差し込み面>
○一年の終わりに
差し込み面>○こんな取り組み！あんな取り組み！！

皆さんこんにちは。ＮＰＯぽぽハウスで主に児童のサービスを担当している
押谷です。毎日子ども達と接し、子ども達の成長を見守る役として仕事をして
います。又、子ども達の成長ぶりに学ばされる事も多く、私も 2 人の子どもが
いる父親ですが、仕事の経験を生かし子育てしています。
子ども達の気持ちに寄り添うことは難しいですが子どもが大好きでなので、
子ども達の成長を見守り頑張りたいです。

2014 年も残すところ数日となりました。今年も皆様に支えていただきぽぽハウスの
活動が行えましたことに深く感謝申し上げます。ありがとうございました。
さて、年の瀬に一年を振り返って見ますと 2 つの出来事がありました。
ひとつは認定ＮＰＯを取得した事と「ぽぽ相談室」を開所したことです。
「広く活動を社会に認められ、少しでも多くの方に支えていただけるように」との
思いで認定を取らせていただきました。まだまだ活動内容の広報・啓発の充実に努め
られなければならないのですが、ぽぽハウスが大きくステップ出来る足がかりとなり
ます。
今後もぽぽハウスの理念であります。「だれもが生きていて良かったといえる街づ
くり」の為、様々な人とのかかわりを持ち支えあって地域に根さしたぽぽハウスであ
りたいと思います。来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
副理事長 清水悦子

ひろば

はばたき

利用者様だけでなく子ども達や若者など異世代が交流
できるゆったりした空間です。
。

いつも元気なはばたきの子ども達。ハピネスの花壇の手入れ
や壁画の作成など人を喜ばせる活動や「夏の縁日」ではいろ
いろなゲームを楽しみました。

縁日→

朝の会で手遊びをし
たりお昼を食べたり、
一緒だと嬉しいね♪

高齢部のお
高齢部のお出
のお出かけデイ♪
かけデイ♪では様
では様々なところに出掛
なところに出掛けました
出掛けました！
けました！
中でも心
でも心に残っているところを
っているところを利用者様に
利用者様にお聞きしました！！
ました！！
11 月の『紅葉めぐりと多賀サービスエリア』
赤や黄色、綺麗な紅葉は心に響きます。多賀の
えびせんの里でお買い物も楽しみました♪

日中一時支援事業『集団活動プログラム』
『電車に
電車に乗って行
って行こう！』
こう！』というテーマで
！』というテーマで様
というテーマで様々な所へ行きました。
きました。
中でも心
でも心に残っている所
っている所を子ども達
ども達に聞きました。
きました。
11 月に行った『京都市動物園』
きりんやぞうなどの動物を見ました。
お弁当が美味しかったです。
駅で自分たちで切符を買い、
電車を乗り継ぎ、でかけました。

5 月と 9 月に訪れたかんぽの宿♪
温泉と美味しい料理が最高でした。
12 月 15 日に南地区公民
館でクリスマス会をし
ました。

手遊びをしたり、ブロック
で遊んだり楽しく遊んで
います。
お部屋で遊んだり、公園
へお散歩に出かけたり、
楽しく遊んでいます♪

10 月に行った『セミナリヨ』♪
巨大なパイプオルガンにびっくり！
いろんな楽器で遊びました。
12 月 13 日、
クリスマスツリー
作りに挑戦しました。

看護師さんを囲んで
ミニ講座

子育て
0～2 歳までの子どもを対象にハピネス
で親子のふれあいを楽しんでます。
（10：00～12：00）

滋賀県「医療福祉を推進する湖東地域協議会」委託事業
滋賀県「医療福祉を推進する湖東地域協議会」委託事業
（小児救急医療適正受診事業）

子育てケアアドバイス隊
今年度も有資格者の方々のご協力を頂き、湖東圏域
1 市 4 町での「ケアアドバイス隊」事業を実施しています。看護師、管理栄養士、
保健師、歯科衛生士などの講師の皆様に、就園前の子どもたちを持つ子育て各種
サークルやひろばなどにでかけ保護者の方々に子どもの身体のケアについて個々
の相談に応じたり、ミニ講座を催したりして、子育ての応援をしています。

『五感を育む』をテーマに年間 10 講座を行ってます。

すくすく 1

保健師さんへの相談
みんなおいでよ！！

管理栄養士さんの相談

おはなし隊

歯科衛生士さんによる
歯ブラシの指導

平成 26 年度子ども未来基金

PART6＜ご案内＞

開催日 1 月 15 日（木）
2 月 12 日（木）
3 月 12 日（木）
いずれも 13：30～（1 時間程度）
会費 1,500 円（一括前払い）
持ち物：タオル、ヨガマット、飲み物
★定員は 15 名。先着順です。

のびのび

親子で楽しく体を
使って遊んだりして
います。

助成事業

「おはなし隊」のボランティ
アさんやスタッフを中心にビ
バシティの 2 階広場で紙芝居
や手遊び、パネルシアターを
上演しています。良ければぜ
ひ一度見に来て下さいね。
お待ちしています。

ヨガ教室

すくすく 2

人形劇

きらきら

わくわく

12 月 11 日『はばたき』
にてかにこぞうーさん
の人形劇をみました。
ねずみとおいも

ほんわかサロン＜ご案内＞
開催日 1/20（火）2/18（水）
3/18（水）
いずれも 10 時～12 時
参加費 300 円
開催日の 2 日前にご連絡下さい。

※詳しくは事務局までお問い合わせください。（℡27-9777）

視察見学に来て下さいました
ＮＰＯ法人街かどケア滋賀ネット主催事業
10/15（水）
、生活支援サービスづくり連続講座
第２回目を開催され、約 50 名の方々が県下よ
り研修に来られました。

地域活性化プランナー 学び直し塾
8/8（金）
、学び直し塾生の現地視察の講座として来館されました。

