【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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「ぽぽハウス」の‘ぽぽ’は…

たんぽぽの‘ぽぽ’

✿

鳩ポッポの‘ぽぽ’

去る５月 24 日、はばたきにて第 20 回
NPO ぽぽハウス通常総会が開催されました。

一歩一歩の‘ぽぽ’

今年は新型コロナウイルス感染拡大が懸念されて
いたことから、書面議決の方法を取り入れ最小限の
会員のみの出席で行うという、今までに無い異例の
開催となりましたが、全ての議案が承認、可決され
ました。来年は例年通りの活気ある賑やかな総会を
開催出来ます様、新型コロナウイルスの一日も早い
終息を願うばかりです。(事務室 本池)
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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
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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
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
ＮＰＯぽぽハウス
・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

✿

♪
13：30～14：30

開催予定日：7 月 15 日(水)・23 日(木)

このたびの通常総会において役員が承認され、その後理事会にお
いて理事長の大役を務めさせていただくこととなりました。利用
者様の立場に立ち皆様の期待に応えられるよう、誠心誠意努めて
まいりたいと思います。現場には、新鮮な、確実な、真実の情報
があり、課題が見えてきます。現場感覚で物事を考え「誰もが生き
ていてよかったといえる街」を目指し、法人職員一同頑張ってまいり
ます。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。(理事長 若林)

★ 健康サロン

※都合で変更になる場合があります。

8 月 6 日(木)・12 日(水)

※申込み不要!!

7 月 27 日(月) 8 月 31 日(月) 13：15～14：15

※事前予約制

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」PART25

✿
いつも NPO ぽぽハウスにお力添えをいただきありがとうござい
ます。私、山脇昤子はこのたび 5 月末日をもって理事長職を引退
いたしました。NPO ぽぽハウス誕生以来理事長という重責を担
いやってまいりましたが今後若林重一に後任を託しこのむずかし
い日々の舵とりをお願いした次第です。これからも今まで以上に
ご支援いただきますよう心からお願いいたします。(山脇昤子)
★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、市内 Ｎ(男性)様より食品、
市内 Ｎ(女性)様より手作り布マスク 60 枚、緑のカーテン応援団様より
ゴーヤの苗、ご近所の方よりお花の寄付をいただきました。
ご厚意に心より感謝いたします。

・日中一時支援

＜今月の中面＞
○貼り絵の
壁画作成
○各部の皆さん
のひとこと

13：30～14：30（1 時間程度）

①７月 9 日(木) ②８月１３日(木) ③９月１０日(木)
講 師：北 京子先生（日本ヨガ連盟認定指導員）
会 費：1,500 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 ヨガマット 飲料（水分補給用）
（有料 300 円 です）
場 所：NPO ぽぽハウス「はばたき」2F
お問い合わせ先：0749-27-9777
★ まちなかシアター

日時：7 月 7 日(火) 13：00～
場所：はばたき２F

上映作品：「チキチキバンバン」(後編)

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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00980-4
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✿
今ほのぼのでは、ご利用者様の出来ることで社会の一員として社会と繋げる活動に取
り組んでいます。今回は、ぽぽハウスに来ている子どもたちに、貼り絵の壁画作製をし
ました。利用者の方たちは子どもたちの笑顔を思い浮かべながら作りました。貼り絵が
出来たことで、達成感を感じ喜びも皆で共有することが出来ました。今後もこの気持ち
を大事にして活動に生かせていけたらと思います。これからもご協力をよろしくお願い
します。(ほのぼの 桒原)

✿

✿

新型コロナウイルスでは医療従事者の
方々に感謝しない日はありません。色々な
文化が変化し試行錯誤しながら乗り越えな
ければなりませんが、復活の道筋が見えた
時、何をしたいか考えながら油断すること
なく日々気をつけていきたいと思います。
先日、手作りマスクを頂きました。家族
で「どれにする？」と選び、温かさを感じ
幸せな気分になりました。これで我が家は
コロナを乗り切れそうです。
♡ちょっとひといき♡…好きな TV 番組
・渡辺篤史の建もの探訪
BGM のセンスが良い。朝見るのに爽やか
・吉田類の酒場放浪記
外飲み気分になる
・華流ドラマ「愛される花」
中島みゆき作詞作曲の主題歌が好き
つい口ずさんでしまう。ほっとしてみて下
さい
(高齢部 森きみ子)

まんまるが休所となった同時期に里帰り
出産していた娘と初孫が自宅へ帰り、わが
家は静まり返ってました。しかし娘の嫁ぎ
先が近いことと私が大半家にいることも重
なり、しばしば孫の子守りを頼まれる事に。
赤ちゃんの周りに家族が自然と集まり賑や
かになりました。これを機に家族の在宅時
間が増えると同時に会話も増え、改めてお
互いを知ることができました。自分の部屋
にこもっていた息子が居間で過ごしてる！
一番のびっくりと喜びです。
(子育て・まんまる 古川康子)

幸せマスク
先日、手作りマスクをいただきました。
沢山のマスクを作ってくださった方の思い

新型コロナ拡大感染の予防の為、外出自

が嬉しくて、とても幸せな気持ちになりま

粛を推奨されている今、室内で過ごす方法

した。卒業生の女の子とどうすれば幸せに

を模索しています。元々室内で過ごすこと

なれるのという話をした時、相手の幸せを

が好きですが、自粛中はその時間が増えて

思って何かをした時、相手が喜んでくれた

いきました。そこで私はこの機会に今まで

ら自分がとても幸せになれるよね、と話を

時間がないと後回しにしていた映画をレン

しました。

タルしたり、図書館で本を借りたり等をし

大変な今、小さな幸せを皆が周りにあげら

今号 215 号を迎えましたが、2001 年(平成 13 年)より毎月発行しこれまで一度

ました。緊急事態宣言が解除された地域も

れたら、皆幸せで一杯になれるでしょうね。

も休刊したことが無かったのですがコロナウイルス感染拡大予防対策の関係で配布が
難しい状況と、お互いの健康管理・罹患予防の為、4/25、5/25 発行予定のぽぽだ
よりは已む無く休刊とさせていただきました。
この期間ぽぽハウスとしても自主事業の、ぽぽうたごえサロン、健康サロン、ヨガ
教室、まちなかシアター等も活動を中止し外部講師をお招きをしての講座や各種イベ
ントも自主規制の中で中止、調整をしてまいりました。
ご利用者の皆様又職員も複雑な思いを抱えながらの 3 ヶ月でしたが、安全に配慮し
徐々に各種イベントを再開できる事が出来大変喜ばしく思います。

増えましたが、いまだ自粛は推奨されてい

マスクを作ってくださった方に、ありがと

ます。安心できる日が来るまで、家での過

うを込めて。

これからも皆様に親しまれ、愛読して頂けるような紙面作りに精進してまいります
ので、今後ともよろしくお願いを致します。

ごし方を考えていきます。

(活動部

(きらめき

永井)

榎)

祖母が特別養護老人ホームに入居しているのですが、新型コロナウイルスの感染拡大予防
のため、しばらく面会ができなくなっていました。先日、特養の計らいで、テレビ電話によ
るオンライン面会ができるようになり、約 3 か月ぶりに祖母の顔を見て話す事ができました。
(きらめき 永井)
祖母の元気そうな顔を見る事ができてひと安心。コロナ禍で色々な制限がある中、また「新
しい生活様式」が求められる中、自分にできることは何だろうと考え行動していこうと思っ
た出来事でした。

(ケアマネ部 永田めぐみ)

