※この掲示板は、地域で活躍されている各種団体や事業所を紹介していくコーナーです。

～ 誰もが 生きていてよかった といえる街をつくりたい ～
popcorn chan T シャツ

就労継続 B 型事業所 MK 工房さん をご紹介します

製作・販売でお世話に

元高校球児で、福祉施設での勤務経験もあった置田さん。
某高校野球部の監督から「学習障害のある一人の生徒に働け
る環境はないか？」と相談を受けた事を機に、B 型就労支援をやってみたいと
いう思いがあった事から、5 年前『MK 工房』(愛荘町)を設立されました。
自身も球児だった経験から、練習でボロボロになった硬式ボールとグラウン
ド整備で傷んだトンボの再生事業をする事で“甲子園を目指す球児達の力にな
れば！”と交友関係をあたり、自らの足で走り回る等の努力を重ねられ、今で
は「地域貢献」に賛同して下さる学校から、沢山ボールの修復依頼があり“再
生ボール”が球児と利用者さんを繋ぐかけ橋となっています。「人に仕事を合
わせるのではなく、仕事に人を合わせる。就労に特化した目標を設定し、日々
そこに向かっていく！」同時に「人として必要な事＝接遇を身に付けてもらい、
この子達を世の光に！」と、再生という難しい作業から、グッズの作成・販売、
機能訓練を兼ねた作業まで幅広く、そこには置田さんの熱い思いがあります。
球児達は、障害のある方々による再生ボールだとご存知だそうで「ボールを
通しての繋がり(会話)が、いつか直接的な交流になれば！」と意気込んでおら
れます。置田さん、素敵なお話をありがとうございました。(上田)
なっています
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○｢新型コロナウイルスワクチン｣集団接種の支援

代表 ： 置田 和也 さん

「コロナ禍」の中、全国各地で「新型コロナウイルスワクチ
ン接種」が始まりました。
この度、「彦根市新型コロナワクチン接種対策室」より協力
依頼があり、ワクチン接種・予備問診・接種後の健康観察等、
市民の皆様が安心して円滑に接種していただけるように、当法
1 針、1 針

人の看護師 3 名が、市内の各接種会場にて支援させていただい
ています。(黒田)

思いを込めて

左から 多林、岡本、高尾

○おもう(おもい) を カタチに!!

私達は職員・利用者様・関わって下さるすべての方々の『想う(想い)』を大切に日々活動しています。
今回はその中でも、当事業所と地域の皆様との“つながり”の一部をご紹介します。

求 人
案 内

～居場所づくりおもう実行委員（おだ・もり・うえだ）～
皆様より
たくさん寄付を
頂きました

※ 詳しくはハローワークの求人票をご覧ください。

高齢デイ・ほのぼの
利用者様で
花苗を植えました

お願い
◎
◎
◎
◎

振 込 先 ゆうちょ銀行
口座名義 特定非営利活動法人 NPO ぽぽハウス
口座記号 00980-4
口座番号 130131

別所貞子、津田博、タネダオフィスシステム株式会社、大西道子、手原奈津子、(株)スマイル&マインド

コロナ禍で、直接的な交流はまだ

地域の方、甲良養護学校様より
ひまわりの苗を
はばたき・高齢デイ利用者様で
植えました

はばたきの子ども達で
撒きました
綿が収穫でき、種芸さん
にお届けできると
いいなと思います。

寄付の

“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。
ぜひ、私たちの活動にご協力ください。

（敬称略）
ご近所の方より
たくさんの植木鉢を

ハッピーフィットネス様より
しそ・とうがらしの苗を

◎児童指導員
・パートタイム シフト制
13：00～18：00 / 14：00～18：00
（64 歳以下）
・週休二日制
・勤務地：芹川町/大藪町/平田町
のいずれか

手づくり工房 種芸様より
綿花の種を

ある日、
園児さんたちが
水やりを
してくれました

まだ難しいのが現状ですが、平田
事業所の花壇の前で足を止め、声
を掛けて下さる方も増えました。
また、毎日のお散歩で花壇に立ち
寄ってくれる保育園児達の姿も
見られるなど、花壇を通し新たな
交流が生まれています。人と人と
のつながり、地域とのつながりを
大切にし、今後も“地域共生”を
胸に、少しづつですが活動を続け
ていきたいと思います。(上田)

掲 載 内 容
・2 面：ご紹介します！「にじいろのからす」/法人総会報告
・3 面：はばたき 耕作体験(苗植え～収穫まで)/あったかルーム｢お出かけサプライズ！｣
遊んでます！聴いてます！からだ動かしてます！/吉田農園さんの夏！
・4 面：街かど掲示板/求人案内/寄付のお願い/ご寄付のお礼

ポップコーンちゃんで
おなじみのはなちゃん
のイラストです

谷口利和、三上光世、山脇昤子、永井冨美子、川村和人、宮田千代子、有限会社平和産業
イチバン・コーポレーション様より：お菓子
その他、カードケース・画用紙・ビニールバッグ・パズル・おもちゃ
ほっこり

いつも、きれいなお花を届けてくださる、ご近所の女性がおられます。お名前を伺うのですが…
教えてはいただけません。お花に癒され、またお心遣いに大変感謝いたします。ありがとうございます。

< 本誌内容に関するお問い合わせ >
認定特定非営利活動法人 NPO ぽぽハウス

居宅介護支援室
・ケアマネジメント

発行責任者：若林 重一

住所：〒522-0041 彦根市平田町１０７－１１ (法人事務局)
TEL:(０７４９)２７－９７７７ mail：popohouse@nifty.com
FAX:(０７４９)２７－９８８８ HP：http://www.popo-house.jp
芹 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
川
きらめき（障害児通所施設）
町
・児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・日中一時支援
大 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
藪
個別支援室
町
・同行援護･行動援護･移動支援

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）

平
田
町

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
子ども子育て支援室
・すくすく教室 ・のびのび教室（彦根市受託事業）
地域協働室
・市民共生活動 ・子育てアドバイス相談
・あったかルーム（宅老）
車両室
彦根市地域子育て支援センター「まんまるひろば」
（ ビバシティ彦根２階 ）

※認定特定非営利活動法人 NPO ぽぽハウスは、「認定 NPO 法人 しが NPO センター」・
「街かどケアしがネット」の会員です。

ご紹介します！「にじいろのからす」

はばたき

「にじいろのからす」代表の永田さんは、ぽぽハウスの職員でも
にじいろのからす
あり、義祖父母の介護と子育ての同時進行と義祖父の在宅看取り □YouTube チャンネル運営
の経験から、介護する人が“あったらいいな”と感じていた雑貨 □ネットショップ運営
を商品化してネットショップで販売したり、介護に関する情報の □介護情報サイト運営
発信に加え、最近では介護のラジオ放送もされています。(黒田)

耕作体験（苗植え～収穫まで）

これまでも長年、市内の久木さんの畑をお借りして、ジャガイモやさつまいもの苗植えや収穫をさ
せていただいています。本年より耕作の指導もしていただき、苗植えから収穫までの過程を児童と学
びながら活動しています。学校の農業の授業で習った事を発揮する児童や、お友だちの作業を見て自
分もやってみよう！とチャレンジする児童の姿もみることができました。(大澤)

□ダブルケア啓発活動
https://www.nijiironokarasu.com/

介護の便利メモセット
久木さん

通院記録

あったかルーム「お出かけサプライズ！」

病院や介護サービスが

彦根市松原町の湖岸でリモコンヘリを操縦している谷田さん
と出会い、コロナ禍でなかなか外出できないあったかルームの
谷田さん
皆さんにぜひ観てもらいたく、今回のサプライズ企画を相談し
たところ、快く引き受けてくださいました。当日は、ご友人の
川越さんも急遽モーターパラグライダーでフライトして下さい
ました。お天気も
良く、コロナ疲れ
を吹き飛ばしてく
れる素敵なひとときになりました。
リモコンヘリが飛ぶ様子を皆様も
ぜひご覧ください。(鈴木裕) ☛

書き込める一覧ノート

お片付けシール(衣類別)

「こんにちは。にじいろのからすの永田です！現在は義祖父を在宅で看取り、義祖母は施設で
暮らしています。私の経験が、今、介護している人やこれから介護する人のお役に立てればと、
情報発信を主に、介護者のサポート事業を展開しています。
介護知識ゼロからの在宅介護で自分自身が一番欲しかったのは、「わかりやすい情報」と「孤
独にならないための仲間の存在」でした。
今年 3 月に、開設した Youtube チャンネルでは、元認定調査員の今村さん(認知症介助士・介
護福祉士)と一緒に、介護に関する情報を毎週 10 分程度のラジオ動画として投稿しています。
忙しい人でも気軽に介護について知ることができる内容になっていますので、ぜひチャンネル
登録してご視聴ください！現在、徳島・岩手・熊本など県外の団体とも情報交換しながら活動を
しています。私が介護者としてのリアルな声を発信することで、介護している人が声をあげやす
い社会に、そして、少しでも孤独な介護を減らせたらと願っています」
▼ YouTube はこちらから

川越さん

シンケンに！

遊んでます!聴いてます!からだ動かしてます!
☆まんまるひろばの子育ち・子育て講座☆

5/22
親子でリフレーッシュ!

5/20
段ボールであそぶ!
大きな積み木だ!!
國枝さん

子どもたちが描いた絵はビバシティの
地域情報かわら版に飾られています
6/22 ＺＯＯＭで離乳食教室

乳幼児と保護者さんの交流や子育て相談・情報提供・講座をしている
『まんまるひろば』は、ビバシティ彦根２階にあります。
入場制限等ありますが、ママ、パパ、妊婦さん、ご家族の方、ご利用ください。

法人総会報告

吉田農園さんの夏！ 春号でご紹介させていただきました、吉田農園さんの夏の様子をお届けします。
白い花一面だった春の農園

5 月 23 日(日)第 21 回「NPO ぽぽハウス通
常総会」が開催されました。今年度も昨年に続
き、コロナ禍で感染拡大が懸念されている事か
ら書面議決の方法で最小限の会員のみの出席で
行い、すべての議案が承認可決されました。

7/2 でっかく描いちゃえ!

もも

も色鮮やかな緑に包まれ、
吹き抜ける夏の風とともに
梨や桃やりんご等の果実た

なし

ちが、彩り豊かな夏の風景へ
映り変わってきています。

