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63
児童デイサービス
児童デイサービス「
デイサービス「ぽこの和
ぽこの和」開所式
３／３０（土）１１：００～
３／３０（土）１１：００～ ぽこの和の子どもたちとご家族、和光市長を始め、
ご来賓の方々にお集まりいただき、和やかな雰囲気の中で、開所式を行うこと
ができました。有難うございました。
ができました。有難うございました。
「ぽこの和」はポコ・ア・ポコとして
「ぽこの和」はポコ・ア・ポコとして２つ目の放課後等デイサービス事業所になります。
として２つ目の放課後等デイサービス事業所になります。
和光の「和」 平和の「和」 和みの「和」 そしてみんななかよく「わ」になるの「わ」
という願いを込めて、名付けました。子ど
という願いを込めて、名付けました。子どもたちが元気に帰ってきてくれて、楽しく
子どもたちが元気に帰ってきてくれて、楽しく
活動できる場所にしていきたいと思いますので、皆様のご支援、ご協力を
活動できる場所にしていきたいと思いますので、皆様のご支援、ご協力をよろしく
、ご協力をよろしく
お願いいたしますｍ（＾
お願いいたしますｍ（＾ ＾）ｍ

市民交流サロン
市民交流サロン きずなフェスタ
和光ＮＰＯネットワーク主催による第２回市民交流サロンきずなフェスタに参加しました。
和光ＮＰＯネットワーク主催による第２回市民交流サロンきずなフェスタに参加しました。
３／９（土）～１１（月）の３日間、和光市民文化センターの展示ホールでぽこの活動を
３／９（土）～１１（月）の３日間、和光市民文化センターの展示ホールでぽこの活動を
展示パネルで紹介し、３／１０（日）は、
展示パネルで紹介し、３／１０（日）は、企画展示室で
は、企画展示室でバザーにも出店しました。
企画展示室でバザーにも出店しました。
バザー品を提供していただいた方、お越しいただいた皆様、ご協力有難うございました。
バザー品を提供していただいた方、お越しいただいた皆様、ご協力有難うございました。
バザーの収益金は、４月１日にオープンした児童デイサービス「ぽこの和」に寄贈させて
バザーの収益金は、４月１日にオープンした児童デイサービス「ぽこの和」に寄贈させて
いただきましたｍ（＾ ＾）ｍ
「ぽこの和
ぽこの和」のプレイルームと個別支援室
のプレイルームと個別支援室に
個別支援室に
温度湿度計付き
温度湿度計付き電波時計をいただきました
電波時計をいただきました。
をいただきました。
大事に
大事に使わせていただきます（＾
わせていただきます（＾ ＾）／
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電車で
電車で行く横浜・
横浜・中華街ぶらり
中華街ぶらり旅
ぶらり旅

日時： ５／１１（土）
５／１１（土）

８：１５ 和光市駅改札集合

参加費： １６００円 （電車・周遊バス代、ランドマークタワー入場料、保険代など）
※昼食代・コスモワールドでの乗り物代は各自負担
持ち物： 障害者手帳、雨具（雨天時）

お申込みは５／２
お申込みは５／２（木）までに事務局へ

ぽこ春
ぽこ春まつりを開催
まつりを開催します
開催します！！
します！！
日時： ２０１３年６／１（土）
２０１３年６／１（土） １２：００～１５：００
場所：
場所
：ぽこの実 ＆ ぽこの実前道路 ～雨天決行～

お楽しみ企画として、景品が当たる ★くじびき★もあります！！

ぜひ遊びに来てください！！

＜和光市駅北口から徒歩５分＞

いろはクラブ ＆ 空とぶアシカくらぶ ＆ かきっこスズリくらぶ

★ いろはクラブ（月１回、木曜日１６：００～１７：００）
いろはクラブ（月１回、木曜日１６：００～１７：００）
趣味のクラフトなど創作活動を行います。会費 1 回２００円（保険代込）
２００円（保険代込）
日時：４／１８
日時：４／１８ （木）、５／９ （木）
会場：ゆめあい和光３Ｆ 創作室
４月は「ちぎり絵こいのぼり」
４月は「ちぎり絵こいのぼり」
５月は「飛び出すカード」の予定
５月は「飛び出すカード」の予定です。お楽しみに！
」の予定です。お楽しみに！
★ 空とぶアシカくらぶ（月１回、火曜日１６：００～１７：００）
空とぶアシカくらぶ（月１回、火曜日１６：００～１７：００）
身体を使ったゲームなどを行います。会費 1 回２００円（保険代込）
日時：４
日時：４／９ （火）、５／２１
（火）、５／２１ （火）
会場：ゆめあい和光３Ｆ プレイルーム
★かきっこスズリくらぶ(
かきっこスズリくらぶ(月１回、第４月曜日１６：００～１７：００)
月１回、第４月曜日１６：００～１７：００)
自由な発想で書道をします。会費１回２００円（保険代込）
日時：４／２２
日時：４／２２ （月）、５／２７ （月）
会場：ゆめあい和光３
会場：ゆめあい和光３F
ゆめあい和光３F 創作室
-2-

２０１３／０４／０５ NPO 法人ポコ・ア・ポコ 会報６３号

★活動報告★
活動報告★

青年学級 ボーリング大会
ボーリング大会

２／９ （土) １０：２０～１４：００ CK ボウル新座で行われた人気企画に総勢 37 名と、今回もたくさんの方が参
加してくださいました。自分の投げたボールの行方を真剣な表情で見つめ、ピンがたくさん倒れると笑顔やガッ
ツポーズが。まわりからも歓声があがり拍手が送られ、ハイタッチや抱擁などで喜びを分かち合い、会場は大い
に盛り上がっていました。
上位順位および(
上位順位および(今回もありました!)
今回もありました!) ゾロ目賞は以下の通りです (^_^) v
〈若者グループ〉

〈親グループ〉

〈ゾロ目賞〉

1 位 219 点 坂西さん

1 位 292 点 澄川さん

99 点 小谷さん

2 位 208 点 二上さん

2 位 261 点 竹内さん

77 点 井本さん・佐藤（宏）さん

2 位 208 点 今城さん

3 位 244 点 佐藤さん

竹内（
竹内（晶）さん・石川さん

「ボウリング楽しい
「ボウリング楽しい！」参加された方のその一言に尽きるひとときになったと思います！

おおぞら号
おおぞら号で行く～雪体験一泊旅行★
雪体験一泊旅行★
２／２３ (土)～２４ (日)鬼怒川・日光方面に参加者 22 名で雪遊びをしに行きました。
日光湯元温泉スキー場でそり遊び。上から降りてくる姿はまるでジェットコースタ
日光湯元温泉スキー場でそり遊び。上から降りてくる姿はまるでジェットコースター
スター☆ みなさんの表情が輝いて
見えました。宿泊した『ホテル三日月』では鬼怒川が一望できる部屋で景色を楽しみ、夕食、ビンゴ、カラオケと
見えました。宿泊した『ホテル三日月』では鬼怒川が一望できる部屋で景色を楽しみ、夕食、ビンゴ、カラオケと
満喫しました。二日目はスパのプールで遊んでから、トリックア
満喫しました。二日目はスパのプールで遊んでから、トリックアート館で不思議な絵を体験、おかき工房でお土
、トリックアート館で不思議な絵を体験、おかき工房でお土
産を買って、最後に宇都宮餃子を
産を買って、最後に宇都宮餃子をみんなで食べ大満足♥
、最後に宇都宮餃子をみんなで食べ大満足♥
帰りのバスではみなさん疲れたようでぐっすり。「楽しかっ
帰りのバスではみなさん疲れたようでぐっすり。「楽しかった」という感想が一番嬉しかったです！！
バスではみなさん疲れたようでぐっすり。「楽しかった」という感想が一番嬉しかったです！！

交流ペタンク
交流ペタンク大会
ペタンク大会
３／２３ (土) 外環花の木ゲートボール場 １０:
１０:００～１２:
００～１２:００
１５名がエントリーして、1
１５名がエントリーして、1 対 1 のシングルス戦をトーナメント形式で行いました。
ルール説明、組合せ抽選のあと、いよいよ試合開始。ビュット
ルール説明、組合せ抽選のあと、いよいよ試合開始。ビュット(
ビュット(的になる球)
的になる球)にいかに自分のボールを近づ
けられるかを競いました。ビュットまで２０㎝、あるいはビュットにくっつく…など、良い球を投げる方が続
出！真剣さと熱気に満ちあふれた好ゲームが展開され、敗者復活戦も盛り上がっていました。
結果は…１位・竹内(
結果は…１位・竹内(母)さん、２位・三宅さん、海老原さん、３位・逸見さん、４位・外谷(
さん、２位・三宅さん、海老原さん、３位・逸見さん、４位・外谷(母)さん、
５位・小宮山さん…でした。おめでとうございます。
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いろはクラブ ＆ 空とぶ
空とぶアシカくらぶ

アシカくらぶ
ジェンガを使って
を使っていろいろ
ジェンガ
を使っていろいろな
いろいろなゲームを編み出して
います！！
います！！みんな自分のペースで
！！みんな自分のペースで楽しみながら
みんな自分のペースで楽しみながら
体を動かしています♪

いろはクラブ
2 月は「ローラー版画」
は「ローラー版画」
3 月は「
月は「新聞紙ちぎり絵」を作りました！
新聞紙ちぎり絵」を作りました！！
」を作りました！！
それぞれ個性的な芸術
それぞれ個性的な芸術作品
個性的な芸術作品ができました
作品ができました♥
ができました♥

第１１回通常総会
１１回通常総会のお
回通常総会のお知
のお知らせ
日時： ５月２６日（日） １３：３０～１６：３０
１３：３０～１６：３０
場所： 和光市中央公民館・会議室１
※ 総会後は懇談会の他に「本人部会」
「本人部会」も予定しております。
総会後は懇談会の他に「本人部会」も予定しております。
正会員の方には１週間前に総会資料
正会員の方には１週間前に総会資料を送付致します。
総会資料を送付致します。
当日忘れずにお持ちください。是非いらして皆さんの声を聞かせて下さい。

事務局より
事務局より

障害の有無に関わらず会員になれます。ポコ・ア・ポコの活動を応援してください。
25 年度の会費を受け付けていますので、よろしくお願いします。
正会員 3000 円

☆郵便振替☆
☆郵便振替☆

賛助会員

1 口 1000 円

☆銀行振込☆
銀行振込☆ （継続のみ）

加入者名： NPO 法人 ポコ・ア・ポコ

NPO 法人ポコ・ア・ポコ

口座記号番号： ００１７０－８－７２２８２０

三菱東京 UFJ 銀行 和光駅前支店 普３５０９７５

-4-

代表理事 山本恵子

