※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。
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◆17 の目標 ◆

ＳＤＧｓについての勉強会をしました!
8 月 25 日、各事業所から 11 名が集まり、SDGs の勉強会を行いました。
SDGs とは 17 の目標とそれぞれに設けられた 169 の解決すべき課題から構
成された、2030 年を目標年度にした国際目標です。SDGs は「変革のないと
ころに持続可能な世界はない」
「誰一人取り残さない」ということを理念として
います。17 の目標の中で数値目標が具体的に掲げられているものはなく、目標
が定められているのは 169 の解決すべき課題のごく一部です。
そこで、具体的な目標数値は、それぞれの個人や組織の活動に合わせて設定
し、その目標を達成するための活動を実践していく必要があります。
気候変動対策といった環境問題や貧困の解消といった社会問題の解決が、目
標と聞くと個人では無理と感じてしまいがちですが、個々での意識改革と日々
の行動の積み重ねです。気になる事があればまず行動に移してみましょう！
家庭での取り組み

ぽぽハウスの取り組み
感染症対策
交通事故防止

3
４

発達ケア支援

5

女性参画・リーダーシップ

8

生産的雇用・同一労働同一賃金
若者・障害者雇用
就労準備支援
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13
16

5

家事の分担

6

水の利用効率

12

暴力防止・虐待防止

13

ペットボトルキャップ回収
消費期限に近い物を購入
生ごみの水切り
詰め替え商品を使用
ペーパーレス
リサイクルや寄付を活用
エアコンの設定温度調整
マイバッグ・マイボトル持参
家庭菜園・緑を増やす
ジョギング等で体力作り
ボランティアに積極的に参加

SDGs は「持続可能な開発目標」と記されていますが、開発という単語を
「成長」や「発展」と考えた方が、私達にはわかりやすいのではないでしょうか？
◆皆さんも ＳＤＧｓ の歌を口ずさみながら♪一緒に考えてみませんか？
ＳＤＧｓのうた｜ひろがれ！いろとりどり – ＮＨＫ
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廃棄物の発生抑制
自然災害適応力向上
気候変動対策
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貧困をなくそう

代表

柴田雅美さん

飢餓をゼロに

すべての人に
健康と福祉を
質の高い教育を
みんなに

代表：柴田雅美さん

をご紹介します。

滋賀大学の特命教授でもあり現在、地域連携教育推進室の室長です。活動分
野はまちづくり全般。スポーツを通じた居場所づくり「スポーツフライデーナ
イト」は、メンバー制ではなく、だれもいつでも、仕事帰りにふらっと立ち寄
り、体を動かせる機会です。学習支援や居場所づくり事業は、彦根市内や愛荘
町で行い、地元の大学生が子どものサポートをしています。その一つ「学び育
ち LL 教室」は現在子ども達 15 名、サポーターボランティア 20 名の登録が
あります。ひとり親家庭の子どもの居場所「ブライトクラス」や「かめのこ子
ども食堂」もオープン、子ども食堂は高校生までの子どもとその保護者さんが
対象です。学習支援や調理、遊びボランティアさん募集中なので、気軽にお尋
ねください。
（柴田さんのお話より）
文通ボランティアのペンフレンド活動(写真左下)では、「ぽぽハウスの宅老」
にお越しの方々との文通をするなど、人とのつながりも大切にされています。
このように多岐に渡る活動をされ、またボランティアをやりたい人の想いを聞
き、カタチにするサポートをする等、とにかくバイタリティーがあり行動派の
「柴田さん」のお話をお聞きしていると、どんどん視野が広がったり、深堀さ
れていくようなひと時でした。
（地域協働室：黒田）

ジェンダー平等を
実現しよう
安全な水とトイレ
を世界中に
エネルギーをみんなに
そしてクリーンに
働きがいも
経済成長も

◎児童指導員（64 歳以下）
・パートタイム シフト制
13：00～18：00 / 14：00～18：00
案 内
週休二日制
◎ドライバー（利用者の送迎）
勤務地：芹川町/大藪町/平田町のいずれか

求 人

産業と技術革新の
基盤をつくろう

※ 詳しくはハローワークの求人票をご覧ください。

寄付の
お願い
◎
◎
◎
◎

“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。

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

人や国の不平等
をなくそう
住み続けられる
まちづくりを
つくる責任
つかう責任
気候変動に
具体的な対策を

イチバンコーポレーション様よりお菓子、
M.K 様、C.T 様、Y.N 様、H.M 様、Y.W 様、Y.W 様、他匿名の方々より、
計 62 の「彦※」(6200 円相当)の寄付を頂きました。
※彦：彦根市地域通貨。「美しいひこね創造活動」の活動回数に応じて交付されます。

< 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

海の豊かさを守ろう

陸の豊かさを守ろう

パートナーシップで
目標を達成しよう

検索

・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

平和と公正を
すべての人に

居宅介護支援室

ぽぽ相談室

芹 (行動障害支援体制配置・精神障害者支援体制配置)
川 ・特定相談支援･障害児相談支援 ・委託相談
町 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

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）

・3 面： ウィズフェスティバルウィークス 2021 / 街かどアート展 / 高齢施設にステップ階段の寄付

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

・4 面： 街かど掲示板 / 求人案内 / 寄付のお願い / ご寄付のお礼

※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。

掲 載 内 容
・2 面： プペルバス「光る絵本展」 / リンゴ農園での社会体験

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 ）

プペルバス「光る絵本展」がやってきました！

ウィズフェスティバルウィークス 2021 に参加しました！

8 月 14 日(土)プペルバス「光る絵本展」をぽぽハウスで開催させていただきました。大人 39 人、
子ども 23 人、合計 62 名の方が見学されました。
当日は大雨の中での開催となり心配していましたが、参加された子ども達や大人の方々もとても興
味深く見学され、幻想的な絵に喜ばれました。

10 月 1 日（金）～10 月 9 日（日）ウィズフェスティバルウィークス 2021 が開催され、「はじ
ける笑顔・未来に繋ぐみんなの願い！」をテーマにウィズネットワーク登録団体の活動紹介や軽スポ
ーツ体験、ゲーム参加等のイベントが行われました。ぽぽハウスも「ぽぽだよりの紹介、アイロンビ
ーズロゴマーク、はなちゃんギャラリー、はなちゃんの１ページ、街かどアート展案内」の展示をし、

前日になってバスの故障で自走出来なくなり、レッカー車で搬入されるというハプニングもありま
したが、関係の皆様のご協力もあり無事終了出来ました。

ぽぽハウスの地域共生活動を PR させていただきました。
ぽぽハウス設立からよくご存じの彦根市男女共同参画センターの東所長から「ぽぽハウスの活動の
巾が、益々広がっている事を嬉しく思います。これからも障害のある人や高齢の方々が元気の出る活
動を展開していって欲しい。期待しています。」とのコメントをいただきました。
（地域協働室：上田、石澤）

今回のイベントの開催にあたりご尽力いただいた方々です。
＊プペルバスの製作者

「街かどアート展」がスタートしました！
「芸術活動×共生社会」をコンセプトに「街かどアート展」が、10 月 14 日（木）～10 月 29 日
（金）彦根市役所からスタートしました。
「障害のある人の無限の可能性から放たれる光で多様性を尊
重し合える地域社会の形成」をビジョンに８法人、２当事者団体が連携し、ぽぽハウス内に事務局を
おきながら実行委員会形式で運営を行っています。今後、湖東地域の色んな街かどで展覧会を開催し
ていく予定です。現在、開催が決定しているのは、

(クラウドファンディングで製作されました)
・株式会社 YA-man(大阪八尾市)
・代表取締役：山口 修平様
＊当日のバスを手配してイベントを提供いただいた方は、
『彦根を盛り上げようの会』代表：森澤 雄介様です。
皆様、大変お世話になりありがとうございました。
（地域協働室：黒田）

お礼の手紙を
渡しました。

りんご農園での社会体験 ！

・彦根市南地区公民館
令和３年 11 月 25 日（木）～12 月 10 日（金）
・滋賀銀行愛知川支店
令和３年 11 月 8 日（月）～12 月 17 日（金）です。

吉田農園さんでりんご・なしの
収穫体験をしました。はばたきの
みんなはそれぞれカゴを持ち、取
り方を教わりつつ「おいしそう」
と言って、りんごを数えたり
取り方を教え合う場面が
ありました。

（地域協働室：上田、石澤）
すきなもの

鳥のツボ

無 題

高齢施設にステップ階段の寄付をいただきました！
販売会は、ぽぽハウスの
職員向けに行われ、子ども達
がそれぞれ「りんご・なしの
仕分け」「２こずつ袋詰め」
「計算担当」「販売担当」
と分担しました。

この度、大橋要様のご厚意により、高齢者施設避難経路部分のステップ
階段をご寄付いただきました。大橋要様は日曜大工がお得意で、私たちの
要望に沿った頑丈なステップ階段を手作りしてくださいました。
いざという避難の際に活用するのはもちろん、お花に水をあげるなど、
ちょっと戸外へ出るための手段として、皆で活用させていただきます。
ご利用者様や職員が安全・快適に過ごすことができる施設を目指します！
ありがとうございました。

（高齢部：多林）

