【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’

✿
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発行 特定非営利活動法人

鳩ポッポの‘ぽぽ’

✿

一歩一歩の‘ぽぽ’

1999 年 4 月 18 日 18 人の仲間と共にこの彦根の地に産声を上げた NPO
ぽぽハウスが、いろいろな人達のお力添えを得て無事 20 周年を迎えることができまし
た。多くの来賓の皆さまや仲間のボランティアの人達、いつも一緒に活躍している仲間
達といろいろ集まり楽しい式典を行うことができました。
“私達に何かできることはない
か”とただ無我夢中で走り続けた 20 年間でしたが、今世の中の変化に伴い 5 年先 10
年先をみつめながらすすまなければならない現在、新しい舵取りを迎えいよいよより強
固な地盤作りを目指していきます、今後ともよろしくお願いいたします。
（理事長 山脇 昤子）
ダルク「淡海響組」の皆さんによる和太鼓演奏!!

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

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）
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）

♪ イベント案内 ♪
♪

★ぽぽうたごえサロン
13：30～14：30 ※都合で変更になる場合があります。
開催予定日：5 月 15 日(水)28 日(火) 6 月 6 日(木)19 日(水) ※申込み不要!!
★健康サロン
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：5 月 27 日(月)
6 月 24 日(月)
７月 29 日(月)
場 所：ぽぽハウス「交流プレイルーム」 お問い合わせ先：0749-21-0664

胸に響く熱い演奏を
ありがとうございました!!

ダルク代表より
ご挨拶!!

日頃お世話
になっている
ボランティアの
皆さんです!!

★「女性･ヨガ教室」PART23
13：30～14：30（1 時間程度）
５月９日(木) ６月１３日(木) ７月１１日(木) ８月８日(木)
９月１２日(木)
※託児もあります“要相談” （有料です \300）
会 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。
場 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）
講 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
★まちなかシアター

場 所：はばたき 2 階
上映作品：
★特定非営利活動法人 NPO ぽぽハウス 法人研修＆第 19 回通常総会
「ひばりの花笠道中」
日 時：5 月 26 日（日）10：00～ 場 所：ビバシティ研修室
（83 分）

終了後、みんなで記念写真!!

日

時：5 月 17 日（金）13：00～

♪ 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 ♪

感動でいっぱいの式典でした!!
<今月の中面>
ぽぽハウス創立 20 周年記念号

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
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任意団体 NPO ぽぽハウス誕生
1999 年（平成 11 年）4 月 18 日
ぽぽだより NO.1 号発行

2016 年（平成 28 年）
「きらめき」 開所

2004 年（平成 16 年）
南彦根駅前のサンロードビルⅡに
事務所移転

2016 年（平成 28 年）
平田町に 高齢部デイサービス
新施設完成

2010 年（平成 22 年）
小泉町に、障害児通所施設
「はばたき」 開所

2017 年（平成 29 年）
まんまるひろば開所式

2019 年（平成 31 年）4 月 18 日
ぽぽハウス創立 20 周年式典

暮らし×女性×実践者×新たな人材＝続くしくみ×ボランティア＝信用
「早く行きたければ 1 人で行け、遠くへ行きたければみんなで行け」

ハピネスひこねで過ごした
6 年間を懐かしく思い起こ
しました。これからも
頑張って下さい。

2015 年（平成 27 年）
「ぽぽハウス」大藪へ移転



!!
20 周年おめでとうございます。
NPO を継続していくことの難しさ
を乗り越え、常に前進してきたぽぽ
の姿は市民や他の NPO にとって心
強いものです。ますますのご発展を
願っています。

2013 年（平成 25 年）
「はばたき」平田町に、
新施設完成・移転
「はばたき」 開所

創立 20 周年おめでとうございます。
いつも思う事は、職員の皆様が自由に
意見が言える風通しの良い職場だと
いうことです。「誰もが生きていて良
かったといえる街をつくりたい」とい
う理念が法人内でも浸透しています。
貴法人のこれからのご発展をご祈念
しております。

“

” 

4 月から NPO ぽぽハウスに勤務してい
ます。どうよろしくお願いします。ぽぽハ
ウスは 20 年前に産声を上げ、多くの人に
支えられてきました。今後も地域の皆さん
とともにコミュニティを新しい形で再生
していく想像力、企画力、表現力を持つ専
門性のある職員を育てていきたいと考え
ています。まだ未熟な点もあるかと思いま
す。皆さま方の忌憚のないご意見をお寄せ
いただきますようお願いいたします。
（法人統括責任者 若林 重一）

20 年前…夢中で活動してきた日々が一気によみがえりまし
た。
「あれもしたい～」
「これもしたい～」と仲間と本当に一生
懸命でした。あの日から 20 年、新しい仲間も増え、活動の場
も増え、“ぽぽ”はとても大きくなりました、これからも地域
の中に入って、沢山の人達の支えになる“ぽぽハウス”として
ますます発展されることを祈っています❢

「我逢人」「がほうじん」と読みます。「我、人と会うなり」
私はこの言葉が大好きです。人との出逢いこそが全ての始まりだ
と思います。人と逢うことを大切に。人に逢えることを大切に。
人と逢う姿を大切に。 「禅語」より

