【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
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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 周年を迎えました
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「ぽぽハウス」の‘ぽぽ’は…

たんぽぽの‘ぽぽ’
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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

♪
★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：10 月 16 日(水)25 日(金) 11 月７日(木)20 日(水) ※申込み不要です!!

ブル、椅子を部屋の隅に寄せて会場作りをしたあと、
それぞれお気に入りの色のはっぴを選び、
「的当て」
「魚
つり」
「金魚すくい」
「ヨーヨーつり」
「じゃんけんゲー
ム」
「パターゴルフ」のコーナーで遊びました。ぽぽハ
ウス、きらめきの子どもたちも迎えて一緒に遊んでお
まつり気分を楽しみ、夏休みの良い思いづくりができ
ました。（はばたき 武田）

㈱イチバンコーポレーション様よりお菓子をいただき
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）

♪ イベント案内 ♪

はばたきでは 1 階を会場にして 8 月に計 3 回「はば
たき夏まつり」をおこないました。子どもたちでテー

★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）

★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：10 月 28 日(月) 11 月 25 日(月)
持ち物：飲料(水分補給用) 汗拭きタオル
※どちらも参加無料です!!
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
★「女性･ヨガ教室」PART24
10/10 11/14 12/12 1/9 2/13 3/12
時 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。
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

<今月の中面>
○魔法の自動販売機があったよ！！
○ペットボトルキャップの引き渡し
○はばたきときらめきの子ども達
○出張デパートのご案内
○「ほのぼの」紹介
○8 月の 20 周年イベント
第 2 回 竜王民謡愛好会
○認知症講座の案内

★NPO ぽぽハウス文化祭 11 月 4 日(月)～1１月 9 日(土)
１０：００～１６：００
展示品：ぽぽハウスに関わるご利用者様・地域の皆様の作品
作品募集のご案内：・お一人様 2 作品まで ・展示できる状態での搬入をお願いします
（展示会場の都合上たくさんの作品になりましたら、お断りさせて頂く事もあります）
作品搬入受付期間：10 月 30 日(水)～31 日(木)
お問い合わせ先：黒田・多林 ☎：080-1498-4626

♪ 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
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特定非営利活動法人 NPO ぽぽハウス
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✿

✿
8 月の活動はばたき・ぽぽハウス・きらめきの
友だちとキリンビール工場の見学に行きました。

工場ではやさしいお姉さん、お兄さんに出迎え
られ見学に出発！！紅茶の歴史や「午後の紅茶」
の出来上がるまでのビデオを見たり、茶葉当てク
イズや一瞬にしてペットボトルが出来るプレス機
を見て「ワアー」と歓声があがりました。また体験
では製造日を印刷するのに緊張しながら丁寧にしました。その
後、みんなの瞳がランランと輝き出したのが「魔法の自動販売機」
です。何が魔法かを確かめに行き、謎が解けました。
(はばたき

佐々木)

8

13

✿
NPO ぽぽハウスでは、活動の一環としてリサイクルのた
め、ペットボトルのキャップを集めています。8 月 22 日に
滋賀県立大学の廃棄物バスターズの方が、「ぽぽハウス」に
来てくださり、袋いっぱいにたまったキャップの引き渡しを
しました。キャップはプランター等に加工されるそうです。
お兄さんやお姉さんを前に緊張する子、
大きな声であいさつをする子、たくさ
んの袋につまったキャップを見て
びっくりする子、反応は様々でし
た。地球のためのリサイクル、自分
達でできることを考えて子ども達に伝
えていこうと思いました。(ぽぽハウス 西村）

!!
日時：10 月 8 日（火） 13 時 30 分～15 時 00 分
場所：NPO ぽぽハウス はばたき 2 階
「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。
秋物のお洒落な衣類、肌着、日用品など多数ご用意されています。
★秋の味覚フェアも同時開催！

ほのぼのは介護予防・日常生活支援総合事業通所型サー
ビス A（緩和型）事業です。皆さんにはボランティア活動
を行ってもらっています。内容は内部の事務依頼でラベル
貼りをしたり、雑巾を縫って幼稚園に訪問し、子どもたち
に寄付をしました。この時は、子ども達の笑顔を見て、皆
さんとても喜んでおられました。皆さん
今まで洋裁や和裁をされておられていた
ので、縫物は得意なかたばかりです。ボ
ランティア活動をすることにより一層地
域貢献することで、意欲が出ています。
7 月から月曜日に加え、月曜日・火曜日
・木曜日の週 3 回行っています。お気軽
にお声がけ下さい。（ほのぼの 桒原）
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竜王民謡愛好会「つばめ会」の方々に、三味線、ウクレレの演奏や傘や筒を使った
踊り、小太鼓の演奏と盛り沢山の演技を披露していただきました。ご利用者様方「初
めて見たわ」と感動されていました。また三味線やウクレレで昔の演奏に合わせて、
歌い始めたご利用者様にマイクを廻すと手に取って最後まで上手に歌われるなど、表
情もイキイキとさ
れ、拍手喝采で楽
しい時間を過ごさ
れました。
（高齢部 平田）

✿
テーマ：認知症(若年性を含む)の理解を深める

お問い合わせ先
講師 松木診療所 松木 明氏
0749-21-0664(多林)
日時：2019 年 10 月 29 日(火) 18:00～19:00
場所：特定非営利活動法人 NPO ぽぽハウス はばたき 2 階

ぽぽハウスでは、月 2 回開催中のうたごえサロンを通じて地域との交流を深めるとと
もに、若年性認知症の方や軽度認知症の方も、地域とつながり仲間やサポートとの出会
いにつながる「居場所づくり」をしています。誰もがより安心して楽しく過ごせる居場
所をつくるために、多くの人が認知症に対する知識を深めることは大切であると感じ、
講座を開催する事になりました。講師には地域医療(訪問診療を中心に在宅医療・看取り
にも従事)に熱意をもって従事されている松木診療所の松木先生にお越しいただきます。
職員はもちろんボランティアスタッフ、そして地域の皆さまもぜひご参加ください♪

