【誰もが「生きていてよかった」といえる街をつくりたい】
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特定非営利活動法人 NPO ぽぽハウス
4 月 18 日で創立 20 周年を迎えます

「ぽぽハウス」の‘ぽぽ’は…

たんぽぽの‘ぽぽ’

✿

一歩一歩の‘ぽぽ’

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

春の柔らかな陽射しの中、卒業生を祝う会が
開催されました。毎日の活動の中で祝う会に
向けて壁画、色紙の輪つなぎ、花、色紙等製作
準備を始め、当日には高齢者の皆さん、“ぽぽ
ハウス”や“きらめき”からお祝いのメダル、
花束、共同制作の壁画を頂き華やかなお祝いの場
となりました。スライド、音楽等で最高の
演出があり感動的な

♪

★ぽぽうたごえサロン
★健康サロン

13：30～14：30

※都合で変更になる場合があります。

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：4 月 22 日(月)
5 月 27 日(月)
持ち物：飲料(水分補給用) 汗拭きタオル
場

所：ぽぽハウス「交流プレイルーム」

★「女性･ヨガ教室」PART23
① ４月１１日(木)
④ ７月１１日(木)

2
!!

!!

<今月の中面>

㈱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。

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）

開催予定日：4 月 8 日(月)17 日(水) 5 月 15 日(水)28 日(火) ※申込み不要!!

!!

★寄付をいただきました。ありがとうございます★

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）

♪ イベント案内 ♪

ひと時でした。
卒業生の皆さん、これから 進む道は
それぞれ違っても私達はいつも応援
しています。（はばたき 野瀬）

!!

T E L：(０７４９)２７－９７７７
F A X：(０７４９)２７－９８８８
E-mail：popohouse@nifty.com
HP：http://www.popo-house.jp

鳩ポッポの‘ぽぽ’

✿

!!

発行 特定非営利活動法人

○ハラハラ･ドキドキ♪拍手喝采の
ジャグリングショー!!
○みんなで大合唱!
JUNBOKU コンサート!!
○あそび隊
おべんとうやさんごっこ!!
○「平成 30 年度
子育てアドバイス相談事業」が
無事終了致しました!!
○出張デパートの開催!!

6 月 24 日(月)
※どちらも参加無料です!!

お問い合わせ先：0749-21-0664

※半年毎のお申込みになりました！

② ５月９日(木)
⑤ ８月８日(木)

③ ６月１３日(木)
⑥ ９月１２日(木)

全6回

時
会
場
講

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。
費：3,000 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。
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）
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
※託児もあります“要相談”（有料です、お問い合わせ下さい）

♪ 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

✿

✿

!!
2 月 23 日に滋賀大学の学生さんのサークルで、ジャグリングショーを披露しても
らいました。この日は、はばたき・きらめき・ぽぽハウスの子ども達
とデイサービスのご利用者様が集い、部屋中
ひしめきあう程の人達で盛況でした。ジャグ
リングを見るのは初めての方が多く、ショーが
始まるとみんなの目がくぎづけになり、ボールや
ボーリングのピンなどたくさんの道具を巧みに
操って技を繰り広げる様子を、子どもも大人も目を
輝かせて見ていたのがとても印象的
でした。最後は、子ども達がボール

2018 年度「ぽぽあそび隊」の締めくくりは「おべんとうや
さんごっこ」です。事前に“ほのぼの”や“デイサービス”の
おじいちゃんおばあちゃんに、PR のお手紙を書いて届けに行き
ました。本番に向けて、親子で
折り紙と新聞を使っておべんとうを
たくさん作り、パック詰めや
値段つけをしました。 当日
は、おばあちゃん達が買いに
きてくれると「いらっしゃい
ませ!!」と大きな声でおべん

を使った 技に挑戦し、大きな
拍手や笑顔でいっぱいになりま
した。学生さんから大きな
パワーをもらい、交流の機会を
いただくことが出来ました。
ありがとうございました!!
（高齢部

✿

! JUNBOKU

!!
!!
!

とうを売ることができました。
親子でたくさん遊んだあそ
び隊。お母さんに見守れる
1
安心感の中、お友達と遊ぶのも
!!
楽しくなりました。 一年間、
ご参加ありがとうございました。 （子育て支援部 酒井）

多林 ）

✿

!!

30

いつの時代も歌はよいものですね!!

（高齢部

小橋）

!!
彦根市子どもセンターにて毎月 1 回有資格者が担当し、来館される
方より食事や口腔ケア、健康管理等の様々な相談にアドバイスをする
事業を委託され開催してまいりましたが、3 月 14 日をもって本年度
事業は無事終了致しました。開催機関の皆様、講師をご担当いただい
た皆様、本当にお世話になりました。1 年間ありがとうございました。
次年度も 5 月スタートで継続して担当させていただく計画です。
よろしくお願い申し上げます。
（NPO 活動部 黒田）

あったかルーム（宅老）の皆さんのもとに、ぽぽハウスの
会員でもある小林クンこと“JUNBOKU”さんが来てくれ
ました!! 大きなスクリーンに懐かしい歌が写し出され、
ギターの生演奏にも感動しました。皆さん手拍子をされたり、
JUNBOKU さんに笑顔で手を振られ
ていました。ご利用者様にマイクを傾けると、笑顔をみせ
て、とても元気よく大きな声で歌っておられ、歌を通じて
楽しいひと時を過ごすことができました。

!!
!!
日時：4 月 25 日（木） 午後 13 時 30 分～15 時 00 分
場所：NPO ぽぽハウス はばたき 2 階

!!
JUNBOKU

!!
!!

!!

!!

「衣類は実際に試着して身体に合うものを購入したい！」
「自由に買い物を楽しんでほしい！一緒に見て選びたい！」 そんなお声を
基にした株式会社フルカウントさんに来て頂き出張デパートを開催します。
季節のお洒落な洋服やズボン、肌着、日用品など多数ご用意されています。
※さくらフェアを同時開催!! お菓子等も販売されます!!

