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【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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NPO ぽぽハウス

№212
2019 年 1 月 23 日発行

特定非営利活動法人 NPO ぽぽハウス
新春号

「ぽぽハウス」の‘ぽぽ’は…

たんぽぽの‘ぽぽ’

✿

鳩ポッポの‘ぽぽ’
一歩一歩の‘ぽぽ’

令和最初のお正月、干支も第１の子歳、何もかも
はじまる第一歩、私達ＮＰＯぽぽハウスも益々心をひきしめて前進

していかなければなりません。何もわからずただ何かをしなければと情熱に溢れてい
た誕生当時から２０年余りを経た現在、情熱だけでは過ごせない複雑
な社会情勢の中会員達も、もがき苦しみながらも日々前進しています。
これからも一歩一歩がんばっていく覚悟ですので今まで同様よろしく
お願い致します。今後、今まで以上に地域の皆様方とも手をとりあっ
て進んでまいります。御意見、御質問をお待ちしています。
（理事長 山脇昤子）
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ぽぽ相談室
（行動障害支援体制配置）
・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）
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・日中一時支援

大
薮
町
」

ぽぽハウス（障害児通所施設）
・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
・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」
（運営委託事業）
（ビバシティ内）

♪ イベント案内 ♪
★ぽぽうたごえサロン

✿

平

ＮＰＯぽぽハウス
・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）
・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）
・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
・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
・渉外 ・地域市民活動 ・彦根市委託事業
車輌部

♪

13：30～14：30

※都合で変更になる場合があります。

開催予定日：２月３日(月)・１９日(水) ３月３日(火)・１８日(水) ※申込み不要!!

事業を誠実にやり遂げるために、多くの人との出会いを大切にし、出来ることは何か
をまず考え皆さんの期待に応えられるようなぽぽハウスを目指します。
事業の運営に悩んだときは前向きの議論を先行させる気概を持ち、
ぽぽハウスの成長に繋げていきたいと思います。不十分な面もあるか
と思いますので、皆さまからの忌憚のないご意見をお願い致します。
（法人統括責任者 若林重一）

★ 健康サロン

13：15～14：15

開催予定日：2 月 17 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」PART24

現状の障害福祉サービスは、時代の流れや社会情勢を考えると既存の利用方法が必ず
しも現実の生活と一致しない事を強く感じます。私達は、子どもの「今」はもちろん
ですが将来に向けて、障害者の生活が豊かになる為につけたい力を予測して必要な
サービス利用を計画・提供したいと考えています。また諸問題を解決に
向けて声を挙げる運動体としての活動も私達の役割だと感じています。
ご理解とご協力をよろしくお願い致します。
（副理事長・ぽぽ相談室 福井久美子）
★寄付をいただきました。ありがとうございます★
＊㈱イチバンコーポレーション様よりお菓子

＊彦根市在住の H 様より果物

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。

３月３０日(月) ※事前予約制

2 月 13 日(木)
講

※どちらも参加無料です!!
お問い合わせ先：0749-21-0664

13：30～14：30（1 時間程度）

３月１２日(木)

師：北 京子先生（日本ヨガ連盟認定指導員）

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。 ※託児もあります“要相談”
持ち物：タオル
場

ヨガマット 飲料（水分補給用）

所：NPO ぽぽハウス「はばたき」2F

（有料 300 円 です）

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 ♪
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、よろしくお願い致します。
「NPO ぽぽハウス」への寄付はこちらまで!!
振込先
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子ども達が様々な人と出会い、感じる
いろいろな思いが、豊かな成長につな
がるように心の声を拾い、一人一人と
対話をしているような安心感の中で過
ごすことができるように心掛けたいと
思います。そして未来に
向かって「よし、大丈夫」
一歩踏み出すことができ

今年は、柔軟性を大切にし日々の子ども
達の様子を見守っていく中で、自分自
身の仕事に対する知識量
を増やしていきたいです。
これからも、子ども達と
一緒に笑顔で過ごせてい
けたらと思います。
ぽぽハウス兼ヘルパー部 尾上かおり

はばたきには、小学校高学年〜高等部
までの 10 代の子どもたちが来て下さ
っています。社会にしっかりとはばた
けるように、子どもたちそれぞれが力
をつけ、笑顔にあふれた元
気いっぱいの毎日が送れる
ようにチームケアでがんば
ります。
はばたき 三上光世

働き方改革のもと、色々と変化してい
く部分もありますが、事務局は今年も
チームワークを大切に一同切磋琢磨し
皆様の活動がスムーズにい
く様、縁の下の力持ちを自
負して精進してまいりたい
と思います。
法人事務局 本池和子

るように願っています。
きらめき 井口淳子

ね んねのときから
○
ず っとずっとずっと
○
み んなに愛情いっぱい注ぎたい！
○
みなさんの子育て
応援しています。
子育て支援部 酒井加奈子

この 2 月で開所から丸 3 年を迎えま
す。オープン当初ハイハイだったお子
さんも、4 月には幼稚園・保育園の年
少さん。ご家族と一緒に成
長を喜べる幸せを感じ、今
年もほっこりと安心できる
場でありたいと思います。
まんまるひろば 鈴木祥子

2020 年、いよいよ東京オリンピック
の年になりました。ぽぽハウスもみん
なでなにかにチャレンジして、たくさ
ん「やったあ。」とハイタッチできれば
いいなと思います。今年も
ドキドキわくわくのぽぽハ
ウスの一年が楽しみです。
ぽぽハウス 門野智美

NPO 活動部では、毎月発行の「ぽぽだ
より」の作成・発行・配布までを担当
しています。ぽぽハウスご利用の子ど
も達や職員やボランティアの方々も配
布のお手伝いをして頂きながら地域の
方々にお届けしておりま
す。その他地域の市民活
動の窓口として地域とつ
ながる役を担い日々活動
をしています。
NPO 活動部 黒田雅夫

NPO ぽぽハウスをご利用頂く皆様が、
安全で快適に各事業所へお越し頂ける
ように、ご帰宅後には「行
って良かった」と思ってい
ただけるようにと心がけ
て送迎させて頂きます。
車輌部 藤澤聡
『ワンチーム』昨年の流行語大賞。利用者
の支援をする私達の仕事もまさにワンチ
ーム。様々なサービスを調整し利用者さ
んが自分らしく生活できる
サポートをする。そして職
場もまさにワンチーム。
流行語で終わらせないぞ!!
ケアマネージャー

清水悦子

食事担当を担わせて頂くにあたり、本年
も利用者様に食事の時間を楽しみにし
ていただき健康に少しでも
お役に立てますよう工夫し
ながら励んで参ります。
食事担当

藤野裕子

職員一人一人が介護のプロとしての
力をつけていき、皆様のお力になれる
よう邁進してまいります。また、皆様
の「やってみたい！」「こうなりたい
！」のお気持ちに寄りそ
いながら自立支援に向け
たケアに努めます。
笑顔あふれる一年にして
いきましょう！
高齢部統括 多林美紀

旧年中はご利用者様や地域の皆様のご
協力を頂きありがとうございました。
普段出来ない経験なども
させて頂きました。
今年も皆様と楽しく過ご
していけたらと思って
おります。
ほのぼの・あったか 桒原千枝子

