
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2017 年 7月号（No.104） 

発行者 認定NPO法人サタデーピア

〒522-0054 

滋賀県彦根市西今町 1327番地 

電話 0749-23-6679 

FAX  0749-46-3361 

 

福祉の本質 

 

福祉の本質について大きな示唆を与えた人物の一人に、田村一二という人がいる。彼は糸賀一雄を助け

て近江学園の創設期から知的障がい児の福祉に関わった。彼は著書のなかで、「･･･要するに福祉とは､貴

賎上下の別はなく、それぞれが水平線上にあって､『差あって別なし』という、『つながりの水平化』であ

る」と言う。つまり人間には能力において差はあるが、人間として違い（別）はない。たとえ重度の障が

いがあっても人間存在の本質において差はない、ということである。彼のこの主張はまだ日本にノーマリ

ゼーションという思想がなかったときに、すでにその考えを先取りしていた。  

いろんな人間がいてあたりまえで、一人一人が人間として共に生きることが保障されなければならない。 

サタデーピアの働きの理念もここにあるのではないかと思う。 

（武） 

「フルートとピアノの音色＆楽しいお話し会」 

8 月 1 日（火）14：00～15：30 頃 

場所：カフェ夢工房 if  

参加費：100 円（ミニクッキー付）※就学前のお子様は無料。 

フルートとキーボードの生演奏と絵本のお話です。お子様か

らご年配の方まで楽しめます。（事前申込にご協力ください。） 

「納涼！爆笑サタデーピア祭り 2017」 

8 月 5 日（土）16:00～18：30 頃 

場所：カフェ夢工房 if 一帯 

☆午後 4時～ パフォーマンス 

（マジック、漫才、バルーンアートなど内容盛り沢山！）

☆午後 4時 45 分頃～ 屋台 

 焼き鳥、かき氷、ミニカレー、わらびもちなど 

☆お楽しみゲーム ヨーヨー釣り、輪投げ（1回 100 円）

☆午後 5時 45 分頃～ 流しそうめん（無料） 

※時間はあくまでも目安なので、お早めにお越し下さい♪

サタデーピアではサマー感謝フェアを下記の通り開催します。

楽しいイベントもいっぱい☆今年の夏も皆でワイワイ楽しみ

ましょう＼(^o^)／ 

☀サマー感謝フェア☀ 
期間：7 月 18 日（火）～8 月 5 日（土） 

場所：カフェ夢工房 if 

＊季節限定のカフェメニューやお得な特典情報は 本紙３㌻

の「夢工房 if のコーナー」をご覧ください。 

＜イベントのお知らせ＞ 
「のんびりダーツカフェ」 

7 月 29 日（土）14:00～16：30 頃 

場所：カフェ夢工房 if  

参加費：ワンオーダー制(200 円～) 

中学生以下は 100 円～ 

ダーツサークルの方々が丁寧に教えてくれますので、初心者の

方でも気楽にお越しください＼(^o^)／ 

 



＜卓上ゲームサークル＞ 

活動日…第 1・第 3火曜日 15：50～16：50 

場所：カフェ夢工房 if 

＜水彩画サークル＞ 

活動日…第 2・第 4水曜日 16：00～17：00 

場所：工房 夢工房 if 

＜歌・演奏サークル＞ 

活動日…第 1・第 3金曜日 15：50～16：50 

場所：サタデーピア 2階 グループ室 

＜ダーツサークル＞ 

 活動日…第 1・第 3水曜日 16：00～17：00 

場所：工房 夢工房 if 2 階  

＜サークルに関するお問い合せ：工房 夢工房 if＞ 

日時：9 月 30 日（土）開場 13：30 開演 14：00 

場所：ひこね市文化プラザ エコーホール 

出演：笑福亭生喬、笑福亭たま、笑福亭生寿 

料金：（全席指定）一般：前売 2,500 円  当日 3,000 円

学生・障害優待：前売 1,500 円 当日 2,000 円 

内容：オープニングトーク、落語、if の出張カフェ 

 

ひこね 笑福亭たま 独演会 

日時：7月 9日（日） 

    午後 2時開演（1時 30 分開場） 

場所：ひこね市文化プラザ メッセホール 

チケット好評販売中！（詳しくはサタデーピアまで）

 

 落語 de メンタルヘルス 

～笑いは心のクスリ！～ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

《チケット購入方法》7 月 11 日（火）より販売開始 

・チケットぴあ（Pコード 459‐009） 

 ―セブンイレブン、サークル Kサンクス 

・ひこね市文化プラザ チケットセンター 

・サタデーピア カフェ夢工房 if 

予約専用メールアドレス satade-pia1999@docomo.ne.jp 

・問合せ：サタデーピア夢工房 if ☎0749-23-8896 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 29 年度ピアカウンセラー養成講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（毎月第 1木曜日定例） 

ピアカウンセラー養成講座修了者及び修了を目指

す方、受講希望の方対象のグループピアカウンセリ

ング実践の場です。 

興味・関心のある皆さんの参加をお待ちしています。 

☆今後のピアサポートクラブ予定 

 

 

 

 

 

 ピアスタッフ派遣事業 

（ピアカウンセラー養成講座修了者対象） 

地域生活支援センターや自立支援事業所などに、 

ピアサポーター・ピアカウンセラーを派遣する事業

を行っています。サタデーピアのピアサポート事業

に登録している講座修了者をピアスタッフとして派

遣します。関心をお持ちの事業所は、お問い合わせ

下さい。 

 

 

☆会員募集中！(原則、サタデーピア会員の方) 

 

 

 

 

 

 

日 時 7 月 6 日(木)、8月 3日(木)、9月 7日(木) 

    13：30～15：30 頃まで（参加費 無料） 

場 所 サタデーピア 2階グループ室 

※準備の都合上、参加希望の方は前日までにサタデ

ーピアまでご連絡下さい(☎0749-23-6679) 

平成 29年度ピアカウンセラー養成講座（通年講座）

を好評開催中です。新規の方の申込は終了しまし

たが、未修了の方等で参加ご希望の方は所定の申

込用紙にご記入の上、「地域生活支援センターま

な」にお申込みください。 

Tel 0749-21-2192 Fax 0749-21-2193 

HP：www.center-mana.net 

地域のメンタルヘルス（心の健康）の向上を目指す事業

として昨秋開催し好評の声をいただいた「落語 de メンタ

ルヘルス」を今年度も開催します。 

爆笑必至の上方落語を楽しんで心の英気を養いましょ

う！７月のプレイベント「笑福亭たま独演会」でチケット

の先行販売を行います（割引特典あり）。両イベントとも

多くの皆さまのご来場をお待ちしています。 



   認定 NPO 法人サタデーピア第 19 回総会の報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

障害者の法定雇用率の引き上げ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  新商品！わらびもちが仲間入り♪（夏季限定） 

7 月 1 日（土）より「わらびもち」を販売します♪  

わらび餅ならではのひんやりとした口当たりと 

なめらかな食感がたまらない一品です。黒糖やきな

粉も使用しており健康にもいいで

すよ。夏限定ですので、お早めに

どうぞ (^^)    1 皿 200 円 

       (お持ち帰りもできます) 

 

   夏季休業のお知らせ 

 

 

 

 

イベント出店のお知らせ 

 

 

毎日暑い日が続きますが、みなさん体調など崩され

ていませんか？サタデーピアでは毎年恒例のサマ

ー感謝フェアを開催します！夏季限定メニューや

新商品の販売、お得な特典もありますので、ぜひこ

の機会にカフェ夢工房 if へご来店ください(^^) 

夢工房 if メンバー・スタッフ一同 

☀サマー感謝フェア☀ 

期間：7 月 18 日（火）～8 月 5 日（土） 

☆おすすめの夏季限定メニュー☆ 

 ・トマトソースのナポリタン・・・600 円 

 ・わらびもち・・・200 円 

 ・しそジュース・・・200 円 

 ・梅ジュース・・・200 円 

 ・甘夏パウンドケーキ・・・200 円 

 ・手作りシロップのかき氷・・・100 円～ 

 （みぞれ、いちご、はちみつレモン、抹茶、氷金時） 

＋トッピング（アイス／練乳）各種 50 円 

＜フェア特典＞ 

「一会計600円以上のお買い上げで1回くじ引き」

※ハズレくじなし＼(^o^)／くじを引いた方もれ

なく全員に if の素敵な景品をプレゼント！ 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」によって、

企業は一定の割合で障害のある人を雇用しなけれ

ばならないと義務付けられています。厚生労働省の

最新の通知によると、この法定雇用率を段階的に引

き上げていく検討が本格的に進んでおり、現在の法

定雇用率 2.0％（従業員 50 人に 1人の割合）を 2018

年 4 月には 2.2%に、2021 年 3 月末までには 2.3%ま

で引き上げていく計画ということです。 

今回の大きな変化のポイントは以下の 2点です。 

1.法定雇用率が引き上げられたこと 

2.精神障害者の雇用が義務化されたこと 

注釈※ここでの精神障害者とは、精神障害者保健福

祉手帳を持っている方です。 

5 月 25 日（木）第 19 回サタデーピア総会を開催し、

昨年度の活動及び会計報告、今年度の活動計画及び

予算案が承認されました。新役員体制は下記の通り

です（2017～2019）。今年度も皆様のご支援、ご協力

を宜しくお願い申し上げます。 

理事長  上ノ山 眞佐子   理事   廣部 哲也（副理事長） 

理事   内池 貴美子     理事  川並 正幸 

理事   出路 愛子（新任） 

監事   野村 武夫     監事  諸川 美那（新任） 

6 月 24 日（土）地域生活支援センターまなにて、講師の

西澤七菜子さん（書道サロン字
あ ざ

菜
な

）に筆の使い方、面白さを

教わりながら、各自自由な発想で字を書き、想いを込めた

ポストカードを作りました。また日々の生活の工夫として取り

入れていきたいと思います。参加者は 11 名でした。 

8 月 11 日（金・祝）～15 日（火）まで夏季休

業をさせていただきます。16 日（水）からカフ

ェも通常営業いたします。宜しくお願いします。

リビングスキルズ研修会の報告 

「筆字で遊ぼう！～筆アートでポストカード作り～」 

◇7/8（土）「ナイトバザール」 

 場所：花しょうぶ通り 時間：17:00～18:00

◇7/22（土）「ふたば保育園納涼祭」 

 場所：ふたば保育園 時間：11:00～13:30 

◇7/22（土）「アボテラスマルシェ」 

 場所：ひこね四番町スクエア 

時間：15:00～19:00 



◆サタデーピア「心の相談室」 

彦根市西今町 1327 番地 2階 

TEL 0749-23-6679/FAX 0749-46-3361 

◆カフェ「夢工房 if」 

彦根市西今町 1327 番地 1階 

TEL 080-8329-1649 

◆障害者自立支援事業所「夢工房 if」 

彦根市小泉町 620 番地 64 

TEL 0749-23-8896/FAX 0749-23-2480 

 

認定 NPO 法人への寄付には税制上の優遇措置があります

☆ 寄付をした個人は、確定申告によって一定の限度内

での所得税法上の寄付金控除が受けられます。 

  (確定申告には「寄付金受領証明書」の添付が必要です。 

ご入用の方はお申し出ください） 

☆ 賛助会費も寄付に含まれます。 

☆ 寄付をした法人についても特別損金算入の制度が 

あります。 

    サタデーピア会費納入のお願い 

 

サタデーピアは、皆さまからの寄付と会費を活動の 

資金としております。設立 18 周年を迎え、「広げよう

優しい気持ちと思いやり」をモットーにさらに前進す

るサタデーピアをどうぞご支援ください。今秋開催の

「落語deメンタルヘルス」協賛金も募集しています。 

皆さま、ご協力をお願いします！ 

賛助会員＆団体（いつでも）募集中 

賛助会員  年会費（一口） ３，０００円 

賛助団体  年会費（一口）１０，０００円 

郵便振替口座番号  

００９１０－５－１５９１３０ 

加入者名：NPO 法人サタデーピア 

≪会費納入方法≫ 

★サタデーピア、夢工房 if で直接納入いただくか、

払込用紙にて郵便局でお振込みください。 

※お振込みには手数料が必要です。 

☆ 会費は分割での納入も承ります。 

☆ 会費の納入が困難な方には減免制度を設けており

ます。減免申請は各年度ごとにお願いします。 

☆ 退会を希望される方はお手数ですが、ご一報くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サタデーピアわくわくニュース★（ブログ） 

毎週更新しています。 

パソコンや携帯からご覧いただけます。「お気に入り」に

是非ご登録ください。 

↓↓サタデーピアホームページのトップページ下部に 

入口があります。こちらからどうぞ↓↓ 

http://www.satade-pia.net 

  

 

わたしたちと共に活動しませんか？ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

サタデーピアでは、日々ボランティアとして様々な

方がご一緒に活動をしてくださっています。充実し

た事業を継続的に行うために下記の内容でボラン

ティアさんを募集しています。 

日にちや時間等はお気軽にご相談ください♪ 

・カフェの接客 

・菓子製造の補助、工芸製品の製作 

・パソコン作業 

・清掃作業 

・イベント、行事等の準備 

・利用者の実習等の送迎    など 

ようやく夏らしい季節になってきましたが、

皆様いかがお過ごしでしょうか？水分とミネラ

ル補給をお忘れなく！ 

今年も毎年恒例のサマー感謝フェアを開催し

ます！「フルートとピアノの音色＆楽しいお話

し会」や「納涼祭」など、イベントも盛りだく

さんですよ‼皆様お誘い合わせの上お越しくだ

さいませ♪「言の葉サブレ」「刺繡のポーチ」も

販売中！           (よしにゃん) 
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