
あそび隊でクリスマス会をしました。プレゼントを入れる 

バッグ、オーナメントの色ぬりをしました。自分で作った 

バッグには、ぽぽハウス宅配から届いたプレゼントを入れ 

ました。子ども達がサンタになって、お母さんやスタッフ 

にプレゼントを届けたら、みんな大喜びでした。お届けした

子どもサンタも大喜びでした。本番のクリスマスがますます

楽しみになりました。        （子育て 吉川） 

 交流プレイルームには、塗り絵や壁面飾り、手芸品など、利用者の

皆様の力作が並びました。今年は各部署ごとの展示で小規模です

が、それも工夫され、丁寧に作られた作品ばかりでした。数名ずつ

見学していただくと、「わぁ、いいなぁ」「上手にしてあるなぁ」と

お仲間同士で語らい、ほっこりとされていました。文化の秋らしい

素敵なひとときを過ごしていただけました。(高齢部 原郷) 

 
 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更に多様化するニーズに対応するために展開していきたいと思います。 

“ぽぽハウスは認定NPO法人のため、寄付金に対する税制上の優遇措置が受けられる団体と 

なっております。”  

        「NPO ぽぽハウス」への寄付はこちらまで!! 
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★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、 

平田町のＨ様よりみかん 1ケース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。 

✿

ぽ ぽ だ よ り  
認定特定非営利活動法人 NPO ぽぽハウス 

            

№221 
2020年 12月 21日発行 

【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’ 

 

✿

      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 

 

芹

川

町 

大

薮

町

」 

    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 ・日中一時支援 

 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） 

発行 認定特定非営利活動法人 

NPO ぽぽハウス 
 発行責任者：若林 重一 

 住所：〒522-0041 

    彦根市平田町１０７－１１ 

 T E L：(０７４９)２７－９７７７ 

 F A X：(０７４９)２７－９８８８ 

 E-mail：popohouse@nifty.com   

 HP：http://www.popo-house.jp 

 

平

田

町 

       13：30～14：30  ※都合で変更になる場合があります。  

 開催予定日：1/13(水)・18(月)  2/9(火)・17(水) ※申込み不要!! 

  1/25(月)  2/22(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 

    13：30～14：30（1時間程度） 

開催日：1/14(木)  2/11(木)   3/11(木) 

講 師：北 京子先生（日本ヨガ連盟認定指導員） 会 費：２,000円/4回(一括払い） 

   ※事前予約制、先着順（会費納入）とさせて頂きます。  

持ち物：タオル  ヨガマット 飲料（水分補給用）     

 場 所：NPO ぽぽハウス「はばたき」2F   お問い合わせ先：0749-27-9777 

 

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 

 

 私たちの活動を是非ご支援ください！よろしくお願い致します  

 

★ぽぽうたごえサロン 

 ♪ イベント案内 ♪  

♪ 

※託児もあります“要相談” 

（有料 300円 です） 

★ 健康サロン 

★「女性･ヨガ教室」PART26 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿

 コロナ感染症は喜ばしいことではありませんが、大切な学びを獲得したことも事実

です。その学びとは何だったのでしょうか。 

 一つ目は、感染症防止のための新しい様式が今後の普遍的なものとなったことです。

二つ目は、更なる人権意識の芽生えです。三つ目は、利用者様の利用自粛により生活

リズムの乱れ、身体機能・認知機能が低下しないよう適切な支援を行うことです。 

四つ目は、判断はすばやく、迷ったら実行、現場視点で行動を起こすということです。 

 まだまだ多くの学びがあったと思いますが、コロナ禍に負けないということは、マ

イナス面以上のプラス面をしっかり生み出すことだと思います。ぽぽハウスは、皆様

に安全・安心のサービスをお届けできるよう努力します。     (理事長 若林) 

 今年 2月、3周年を迎えてすぐ、新型

コロナ感染症拡大により、まんまるひろ

ばは閉鎖になりました。「○○ちゃんど

うしてるかなぁ」「ママ元気かなぁ」と

思うこと 4か月、7月になって再開とな

りました。消毒や換気も頻繁に、おもち

ゃもスペースも縮小、人数制限も行い、

これまでとは様子の違うひろばですが、

子どもたちは伸び伸び元気に遊んでい

ます。皆いつでも笑顔いっぱいでいられ

る場所であるよう、努めたいと思いま

す。   (まんまるひろば 鈴木祥) 

 本年は法人として開催している各種事

業等の縮小やいくつかは中止せざるを得

ない結果となりました。コロナ禍の状況

の中感染防止に細心の注意を払いながら

後半は活動を進めてまいりました。 

来年こそはコロナ感染予防対策を万全に

実りある充実した活動が出来る様願って

います。     (NPO 活動部 黒田) 

今年は新型コロナウイルスにより例年

とは全くことなる一年となりました。休

校等もありましたが、児童も本人なりに

ソーシャルディスタンスを意識し、楽し

く過ごす姿があり、私たちも一緒に楽し

く活動ができました。 (はばたき 大澤) 

新型コロナの影響で自粛をすることが

多かった一年でしたが、10 月に行った

合同運動会では子どもたちの笑顔が輝い

ていました。子ども達の様々な思いとと

もに、作り上げた「ライブ」だったから

だと感じます。みんなが輝く笑顔で、過

ごす事ができるよう願っています。 

(きらめき 井口) 
皆様の困り事等のサポートできればと

微力ながら他方面にアンテナを張り、い

ろいろな場面へ相談員が顔を出し研修、

情報収集に努めたつもりです。感染予防

対策が常時必要となる生活でも安心で快

適な生活を共に考えていきたいです。 

(ぽぽ相談室 福井) 

皆さま方に安全で快適なご乗車をして

頂き、安心してご利用頂けるように常に

心掛けています。特に今年は、コロナ対

策として「密にならない人数でご乗車し

て頂く事」や「常に車内換気が出来るよ

うに窓を少し開ける」等に取組んでまい

りました。また、車内の安全衛生対策と

して、朝夕の送迎後には、徹底したアル

コール消毒の実施をしております。 

今後も継続して、密を避けた車両で安

全・安心・快適なご利用をして頂ける様

に取組んでまいります。 

(車両部・相談室 藤澤) 

 今年はコロナで明け暮れた。その中で

も出来る事に目を向けた。ネットを使っ

た研修は一人一人の顔がよく見える。 

趣味の散策は近場で行い県内の歴史や自

然を改めて見直せた。－(マイナス)は＋ 

(プラス)になる。良い事発見は続けたい。 

(ケアマネージャー部 清水) 

 2020年は世界的にも、自分自身の仕事

的にも変化がありすぎて日々過ごして行

く事に「やっとこさ」と言う感じでした。 

        (ヘルパー部 尾上) 

 はやぶさ 2 が十年の宇宙の旅から帰

還し、未来への夢と希望を届けてくれま

した。 

先の見えない一年でしたが、はやぶさ

2のように多くの方々の支え、ご協力に

より今日までこれました。皆様に感謝で

す。来年は明るい希望の年になるように

願い頑張りたいと思います｡ 

(ぽぽハウス大藪 門野) 

 毎年活動の始まりは 4月でした。今年

は、新型コロナウイルスの影響を受けて

活動開始を延期せざるを得ませんでし

た。あそび隊は 7月から、すくすく・の

びのび教室は11月からの待ちに待った

開催となり、感染拡散防止対策を取りな

がら活動しています。活動させていただ

けることに改めて喜びを感じました。 

これまで活動に参加して下さった親

子さんに心から感謝の気持ちでいっぱ

いです。 

あそび隊は今年度で終了となります

が、形を変えてこれからも子育て支援活

動に力を注いでいきますので、来年もよ

ろしくお願いします。  (子育て 酒井) 

コロナ禍で生活様式が大きく変わった

一年でしたが、その中でも子どもたちと

公園等外に出かける機会を持っていま

す。ある日のこと、鬼ごっこをしようと

じゃんけんで私が鬼になりました。走る、

走る。全然つかまえられない私に「鬼変

わってあげるよ」と。心優しい子どもた

ちに囲まれていることに感謝です。 

(はばたき 三上) 

 新型コロナウイルス流行の苦しい年

でしたが、個人的には初孫誕生、還暦を

迎えためでたい年で、本当に忘れられな

い年となりました。明るい未来を信じ、

コロナウイルスに負けずに上手に向き

合っていきます。 

(事務所・ぽぽハウス大藪 本池) 

 今年はコロナ禍で活動が制限されるな

か、感染予防を徹底しながら、皆様にいか

に心楽しくお過ごしいただけるか、創意工

夫した一年でした。テイクアウト弁当のご

提供や屋台風のお好み焼きやたこ焼きな

ど。皆様の笑顔が励みとなる一年でした。 

         (高齢部 桒原) 


