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多様性を尊重する社会を
長年日本の社会福祉の発展に貢献された阿部志郎先生は、ある講演で「日本の歴史において不幸なことは、
同質性を重んじて異質なものを排除してきたことである。これは日本社会の罪である」と話された。
自分とは違う価値観や考え方の人、また特定の人種や病気の人を避けたり、排除するところでは差別や排除
が生まれやすい。人はいろいろな面でそれぞれ皆違っているのにその違いを認めないところでは差別と偏見が
生じ、尊厳を奪われ、人権を侵害されるという深刻な問題が発生する。これこそが社会の罪である。違いを理
解し認め合う、要するに、互いに大切な存在として認め合い多様性を尊重する社会は寛容で住みやすい社会で
ある。そのような住みやすい社会を作っていくことは困難であっても成し遂げなければならない人類全体の課
題であると思う。

（野）

第 10 回記念 ピアサポートフォーラム 2018

笑福亭生喬

ピアサポートがつなぐ希望

呈茶と落語の会

～10 年の軌跡と展望～
10 回記念となるフォーラムを今年は彦根にて開催

今年度の呈茶と落語の会は晩秋に開催いたします。

します。第 1 回目フォーラムゲストの前田ケイ先生

裏千家茶道の生喬師と石州彦根一会流のお点前で呈

を講師にお迎えします。皆様ぜひご参加下さい。

茶し、後半は生喬師の落語をお楽しみいただきます。

日時：10 月 27 日（土）午前 11 時～午後 4 時
場所：ひこね市文化プラザ メッセホール
内容：第一部 午前 11 時～12 時 30 分
ピア活動報告＆各団体パフォーマンス

深まる秋のひとときをしみじみ共に味わいましょう。
初めての方もどうぞお気軽にご参加下さい！
日時：11 月 24 日（土）
茶席

第２席

ポスター展示
第二部 午後 2 時～4 時

第１席

落語

午後２時～
２時４０分～
午後３時２０分～

予定

記念講演『すばらしい！仲間の力』前田ケイ氏

茶席亭主＆落語

笑福亭生喬

情報交換会

席料：1,500 円（茶席のみ 500 円 落語のみ 1,000 円）

参加：無料

定員：先着 30 名（茶席 各 15 名）

申込み：所定の用紙にご記入のうえ、10/20（土）

場所：地域生活支援センターまな ２階

までにサタデーピアまで FAX にてお申込み下さい。

（サタデーピア カフェ夢工房 if 隣）

用紙はホームページでダウンロード、またはカフェ・

チケット販売：カフェ夢工房 if

10 月 2 日（火）～

茶房にも置いています。

予約・問合せ：TEL 0749-23-8896

「就労 SST 研修会」の報告
7 月 14 日（土）地域生活支援センターまなにて、
「就
労 SST 研修会」を行ない、当事者・関係機関の方々等
17 名の参加がありました。前半はパワーポイントを用
毎月第一水曜日定例

いながら“SST の基本”について学びました。後半は
自立支援事業所夢工房 if 利用者のピアの方々と共に、

より第一水曜
ピアカウンセラー養成講座修了者及び修了を目指

職場での様々な場面を想定した演習を行ないました。

す方、受講希望の方対象のグループピアカウンセリン

参加された皆さんはとても熱心に取り組まれ、短い時

グです。関心のある皆さんの参加をお待ちしています。

間でしたが、就労トレーニングの有意義な時間となり
ました。今回の研修を日々の就労への取り組みに活か
したいという多くの感想をいただきました。

☆今後のピアサポートクラブ予定
日時 9 月 5 日（水）、10 月 3 日（水）、11 月 7 日（水）
※9 月はランチ会開催のため 12 時開始
（参加費：200 円）

サタデーピア 20 周年記念事業
『よっ！5 号』の発行に向けて
サタデーピアは来年度設立 20 周年を迎えます。そ
こで、これまでに 4 冊発行した設立記念冊子『よ
っ！』の 5 号を発行すべく、準備を進めています。
＜ご支援のお願い＞
発行にあたり一口 3,000 円のご寄付を募集してい
ます。郵便振替の払込用紙に「冊子発行寄付金」と
ご記入のうえ、下記口座番号にお振込みください。
ご寄付いただいた方には発行後、冊子を贈呈させ
ていただきます。ご支援のほど、どうぞ宜しくお願
い申し上げます。

※10 月、11 月は 13：30～15：30 頃（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

（TEL

0749-23-6679）

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サタデーピアまでお問
い合わせ下さい。

郵便振替口座番号
００９１０－５－１５９１３０
加入者名：NPO 法人サタデーピア

☆参加者募集中！(原則、サタデーピア会員の方)

＜卓上ゲームサークル＞
第 1・3・5 火曜日 15：50～16：50
平成 30 年度 ピアカウンセラー養成講座
平成 30 年度ピアカウンセラー養成講座
（通年講座）
をただいま開催中です。新規の方の申込みは終了して
いますが、未修了の方で参加ご希望の方は「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

場所：カフェ夢工房 if
＜水彩画サークル＞
第 2・4 水曜日 16：00～17：00
場所：工房 夢工房 if 1 階
＜歌・演奏サークル＞
第 1・3・5 金曜日 15：50～16：50
場所：サタデーピア 2 階
＜ダーツサークル＞
第 1・3・5 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 〉

「納涼！爆笑サタデーピア祭り 2018」の報告

「西日本豪雨災害義援金」を寄託しました

8 月 4 日（土）晴天のもと、
「納涼！爆笑サタデ

フルートイベントや納涼祭、日頃のカフェで受け付

ーピア祭り」を開催し、今年も多くの地域の方々に

けておりました西日本豪雨災害被災地への義援金は

ご来場頂きました。各出演者のパフォーマンスも盛

17,617 円集まりました。全額を 8 月 10 日付で中日新聞

り上がり、ゲームも盛況でした。また、恒例の流し

社会事業団に寄託いたしましたのでご報告します。

そうめんではたくさんの方々がご参加くださり、地

ご支援いただいた皆様ありがとうございました。

域交流としても有意義な機会となりました。当日、

被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

事前準備にはボランティアさんのお力を多大にお

一日も早い復旧、復興をお祈り申し上げます。

借りしました。皆様に改めて感謝申し上げます。
暑い中、ありがとうございました。



就労支援情報コーナー

先立って開催したサマー感謝フェアでは 7 月 28
日（土）
「フルートとピアノの音色＆楽しいお話会」
31 日（火）
「昔ながらの卓上
ゲームで遊ぼう！」を開催し、
どちらも多数のご参加と好評

最低賃金の引き上げ
厚生労働省の発表によると平成 30 年 10 月より最
低賃金が全国的に引き上げとなります。滋賀県では
25 円アップの 838 円に改定される見込みです（改定
前 813 円）
。

の声をいただきました。
（写真）納涼！爆笑サタデーピア祭りの様子
クレープ茶房・雑貨 if
サマー感謝フェアでは、たくさんの方にご来店頂
きありがとうございました。カフェでは続いて「秋
の収穫祭フェア」を開催し、様々なイベントを行い
ます(^O^)

また、茶房の方でも秋のイベントを企

画中です。どちらもぜひ、ご来店ください。
夢工房 if メンバー・スタッフ一同

四番町スクエア内にオープンしたばかりの小さ
なお店です。クッキー、ドリンクをはじめ、オリジ
ナルの工芸雑貨を販売しています。クレープはメニ
ュー豊富でここでしか食べられないモノがたくさ
ん。もちろんお持ち帰りできます♪
カフェ改修工事に伴うお知らせ
カフェ夢工房 if では厨房の改修工事を 9 月中旬頃

秋の収穫祭フェア開催！

に予定しています。お客様にはご迷惑をおかけしま
すが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

期間：10 月 30 日（火）～11 月 10 日（土）
場所：カフェ 夢工房 if
期間限定ランチ（フェア中のみ）
☆きのこソースのハンバーグランチ 600 円
季節限定パスタ（9 月～11 月末まで）
☆きのこの和風クリームパスタ 600 円
●収穫祭フェア期間中はお得な特典があります。
店頭にて要チェック！

イベント出店のお知らせ
◇９/８(土)、１０/１３(土)「ナイトバザール」
場所：花しょうぶ通り 時間：17：00～18：00
◇９/２９(土)「人権まちづくりフェスタ 2018」
場所：ひこね市文化プラザ
時間 10：00～15：00
◇１０/７(日)「とりいもと宿場まつり」
場所：中山道鳥居本宿場街道沿い
時間 10：00～15：00

▷きのこのクリームパスタ
（スープ、サラダ付き）

◇１０/２１(日)「多賀ふるさと楽市」
場所：多賀大社前駅前および表参道絵馬通り
時間 10：00～15：00

サタデーピア会費納入及び寄付のお願い
サタデーピアは、今年度で設立 19 周年を迎えまし
た。「広げよう優しい気持ちと思いやり」をモットー
に活動を続けるサタデーピアをどうぞご支援下さい。
広報冊子『よっ！5 号』の製作、イベントや研修会
等の開催など様々な事業を今年度も計画しています。
資金面でのご支援をどうぞ引き続きお願い申し上げ
ます。

サタデーピアホームページ、ブログ、
インスタグラム、ツイッターのご案内
パソコンや携帯からご覧いただけます。ぜひお気に入り
登録、フォローなどお願いします。

【ホームページ】 http://www.satade-pia.net
【ブログ】 http://yumekoubou-if.sblo.jp
【インスタグラム】
「サタデーピア」で検索
【ツイッター】
「サタデーピア」で検索

自立支援事業所「夢工房 if」の作業をお手伝いいた
だけるボランティアさんも募集しています。
・カフェでの接客、調理 ・菓子製造
・工芸製品の製作 ・清掃業務 ・出張販売 等
9 月に入り、朝晩が涼しくなってきました。皆さ
ご支援いただける方はサタデーピアま

んいかがお過ごしでしょうか？

でいつでもご連絡ください

8 月 4 日（土）に開催しました「納涼！爆笑サタデ
ーピア祭り」も無事に終えることができました。

賛助会員＆団体も（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

ご参加いただいた皆様、ボランティアの方々あり
がとうございました。
秋の収穫祭も季節限定メニューの販売やイベン

郵便振替口座番号

トの開催など盛りだくさんな内容となっていま

００９１０－５－１５９１３０

す。ぜひ一度、カフェや茶房にお立ち寄りくださ

加入者名：NPO 法人サタデーピア

い♪お待ちしております！
（ひまわり）

≪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。

【連絡先一覧】
◆サタデーピア
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

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。

◆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
◆「クレープ茶房＆雑貨 if」
彦根市本町一丁目 11 番 5-6 号
TEL 090-2702-2981

