【誰もが「生きていてよかった」といえる街をつくりたい】

ぽ ぽ だ よ り
特定非営利活動法人 NPO ぽぽハウス
4 月 18 日で創立 20 周年を迎えました

!!

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）
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「ぽぽハウス」の‘ぽぽ’は…

たんぽぽの‘ぽぽ’

✿
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鳩ポッポの‘ぽぽ’
一歩一歩の‘ぽぽ’

高齢者デイサービスでは、今年 1 年をかけて
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

毎月 20 日に、利用者様と一緒に 20 周年をお祝いしていき
ます♪ 4 月は、タイ舞踊隊の皆様によるタイ・日本舞踊・
フラメンコと民族舞踊を鑑賞し、鮮やかな民族衣装でお化粧
された姿に「綺麗やなあ！」と目を輝かせて感動されていま
した。合間の寸劇【浦島太郎】では、子ども達や利用者様
にも衣装を着せて頂き一緒に参加していただく一幕も！大きな
拍手と笑いありで、楽しいひと時を過ごしました。（高齢部 平田）

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：６月６日(木)１９日(水) ７月４日(木)1７日(水) ※申込み不要!!
★健康サロン

13：15～14：15

開催予定日：6 月 24 日(月)

!!

場

７月 29 日(月)

８月 2６日(月)

所：ぽぽハウス「交流プレイルーム」 お問い合わせ先：0749-21-0664

★「女性･ヨガ教室」PART23

✿

※事前予約制、先着順とさせて頂きます。

６月１３日(木)

13：30～14：30（1 時間程度）

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

♪ 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 ♪

!!

<今月の中面>
○トピアリー講座!!
○祝！トイレ・ゆとりの空間完成!!
○大好評！出張デパート!!
○2019 年子育てあそび隊始動！
○まちなかシアター

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

✿

✿ 2019

!!

今回はトピアリー作りをしました。「トピアリー」とは、造花を立体的に形づくった
可愛らしいインテリア小物です。丸いオアシスにご自分で選んだ色や形の造花を刺して

10 組の親子が集まって、今年度の「あそび隊」が始まり
ました。さっそく南地区公民館周辺を、手作り望遠鏡を首か

いき、ひとつひとつ個性があふれる作品が完成しました。おしゃべりしながら、笑顔で
取り組んでおられる姿はとてもイキイキとしておられました。次はどんな作品ができる
か、楽しみが広がりますね♪（あったか 桒原）

らぶらさげて散歩しました。アリクモの巣やかたつむりを
発見しました!! 今年度も抱っこボランティアさんに弟妹
コーナーを担当していただき、安心して親子で就園前の貴重
な時間を楽しみます!!
（子育て 酒井）

5

15
!!

✿

☆定員

今年３月より、皆様にご不便をおかけしていました工事が無事に
終了いたしました。この工事でトイレが２つ増え（一般用トイレと
介助用トイレ）又、部屋の増築によりゆとりの空間がうまれました。
これからも、皆様が快適な時間をお過ごしいただけるよう、また、
多くの方が『ぽぽハウスに来ると楽しいな！』と感じていただける
ような場所を皆さんと一緒につくっていきたいと思います。増築に

開 催 日：水曜日

際し、ご尽力いただいた関係者の皆さま、ご支援・ご協力くださっ
た皆様、ありがとうございました。
（高齢部 多林）

✿
4 月 25 日、2 度目の出張デパートを開催しました。事前に皆
様のリクエストをお聞きし、出張デパートの方にお伝えし、ご希
望の商品を揃えていただきました。当日はリクエストに加え、季
節の肌着や帽子・パジャマや洋服・お菓子やおもちゃまで、沢山
の商品が陳列されました。洋服を手に「これどうかな？」と鏡の
前であわせてみたり、
「よう似合ってるわ♪」とお互いを褒め合う姿がみられたりと、シ
ョッピングを楽しんでおられました。
「またこういうのやってほしいわ♪」とのご意見も
沢山聞かれましたので、今後も企画していきたいと思います。ご期待下さいね♪
（あったか 桒原）

場

６組程度☆

※定員になり次第締め切ります

１０:００～１１:３０

所：NPO ぽぽハウス 、市内公園
ぽぽハウス施設周辺など

（対象）2018.7.1～

開催回数：年間 5 クール※８月はお休みです
（１クール 4 回 全 20 回）

2018.11.30 生まれの親子
（2019.4.1 で 5 か月～9 か月）

会
費：１クール 3500 円 兄姉(1 歳以上)5００円
子育て座談会・工作
※休会の時は１クール 1000 円を徴収させて
おさんぽ・よみきかせ
いただきます（台風や大雪などで中止することが
お誕生会・わらべうたベビー
ありますが、返金はありません）
マッサージ など
※詳しくは、
一年間同じメンバー！
子育て支援部 TEL 080-1420-604 まで
お友達になりましょう!!
お問い合わせください!!

✿

!!

5 月 17 日(金)はばたき 2 階にて「ひばりの花笠道中」
を上映しました。デイサービスご利用の皆さんやご近所の
皆さんにご参加いただきありがとうございました。
今回は、美空ひばり・里見浩太郎主演の懐かしの映画で、
皆さん口々に若いなぁ～美空ひばりさん何歳の頃の映画や
ろ?等、終わった後も皆さんで話しておられました。
次回 8 月 9 日の開催予告もさせて頂き、次回も皆さんが喜
んで観ていただける工夫を重ねてまいります。
（NPO 活動部

黒田）

