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しんりょく

新緑 が美しい季節になりました。コバルトブルーの琵琶湖に白いヨットが浮かび、ユ
なが

リカモメが飛び交う風景を眺 めていると自然の偉大さを思わずにはいられません。
春には桜が咲き、梅雨がきて夏を向かえ、紅葉の後に冬の雪景色という四季の移り
変わりの中で、日本人の心情は育まれてきたのだなあとつくづく感じます。
「美しい日本」をキャッチフレーズにするためには、美しい自然を守ることも大切で
いつく

すが、人も自然も共に支え合うものとして 慈 しむ日本人の心情ももっと評価されるべ
きでしょう。

支え合いをモットーに設立されたサタデーピアの活動も今年でまる 8 年を迎えます。
サタデーピアや夢工房if で昨春の移転後に取り組んできた「心の相談室」や外部作業、
き ど う

新メニュー等の新しい事業も何とか軌道 にのりつつあります。
今年のサタデーピアの総会＆講演会には庶民派弁護士の出口先生をゲストに迎え、
こんかん

直接私たちの暮らしに影響を与えている身近な法律や国のルールの根幹 である憲法の
ことなどをわかりやすくお話していただきます。皆さまお誘い合わせのうえ、ぜひご
参加下さい。

（真）

◆◆ ご案内 ◆◆

サタデーピア ピアカウンセラー養成講座（連続８回講座）
サタデーピアのピアカウンセラー講座では実際にピアカウンセラーとして活動して下さる方
の養成をめざして、昨年度より、ピアカウンセラー養成講座を開催し大変好評を得ています。
そこで、今年度も滋賀県からの委託を受け、引き続き開催いたします。
ピアカウンセラーに必要な、ピアカウンセリングの原則やルール、自己開示のレベルや傾聴
のスキル等のカウンセリングの基礎を中心に、演習等を取り入れながら学びます。
ピアとは仲間、対等ということです。仲間として対等な関係の中で支え合うことはサタデー
ピアの活動そのものということもできます。当事者、ご家族、ボランティア等の立場を越えて
共に学び合いましょう。8 回の講座を修了された方には修了証を発行します。その後、ピアカ
ウンセラーとして活動していただく方には、継続的な支援を行います。
日

場

時

所

参加費

第 1 回目：平成 19 年 5 月 24 日（木） 午後 2 時～4 時（時間は各日とも同じです）
第 2 回目：

6 月 21 日（木）

第 3 回目：

7 月 19 日（木） ※全日程や内容等、詳細はホームページに掲載しています

サタデーピア「心の相談室」
無

（JR 南彦根駅西口より徒歩 5 分）

料

お申込み方法

※ 初めての方は、お越しいただくか、お電話にて所定のお申し込み用紙をお
取り寄せいただき、FAX または郵送にてお送りください。
※ 2 回目以降の方は、お電話にて各回ごとにお申込ください。

定

員

8名

（少人数、定員制ですので早めにお申込ください。
各回ごとに定員になり次第、締め切らせていただきます。）

【お申込み・お問合せ先】

「心の相談室」

「夢工房 if」

TEL

TEL

０７４９－２３－６６７９

０７４９－２３－８８９６

ＮＰＯ法人サタデーピア 「心の相談室」のご案内
「心の相談室」の専門相談、心理カウンセリングのお申し込みをお受けいたしております。
「心の相談室」では、様々な不安やストレス、自分の考え方や性格、子育てで困っていること
や夫婦関係の問題などについてのご相談をお受けします。また介護・医療・福祉・教育等に携
わる専門職やご家族・ボランティアの方を対象としたコンサルテーション 等もお受けしていま
す。臨床心理士、精神保健福祉士が専門スタッフとして、30 分から 80 分の時間枠で専門相談
に応じます。
尚、この相談事業はサタデーピア会員の方を対象としており、利用料を設定さ
せていただいております。利用料はサタデーピアの活動資金となりますことをご
理解いただき、ご協力の程どうぞよろしくお願いいたします。
予約制となっていま

【お申し込み・お問合せ先】
「心の相談室」 TEL ０７４９－２３－６６７９
「夢工房 if」

TEL

０７４９－２３－８８９６

す。左記まで、お気軽
にお問合せください。

◆◆ ５月の案内 ◆◆

総会＆講演会 『私たちの話をしよう！パート３』
～自分らしい生き方を選べるように知っておきたい法律のお話～
日

時

平成１９年５月１２日（土）
午後１；００～１：３０

サタデーピア総会

平成 18 年度の活動報告
平成 19 年度の活動計画 等

午後１：３０～２：００
午後２：００～３：３０

場

所

参 加 費
講演会共催
講演会ゲスト

『夢工房ｉｆ』の喫茶を楽しもうタイム
講演会 『私たちの話をしよう！パート３』

地域生活支援センターまな

※JR 南彦根駅西口より 徒歩約５分

無 料
NPO 法人サタデーピア、地域生活支援センターまな
弁護士 （京都弁護士会）

出口治男先生

出口先生のご略歴
石川県生まれ

１９７０年～１９８１年

１９８１年～現在

裁判官

弁護士（京都弁護士会所属）

この間、日弁連子どもの権利委員会委員長、京都弁護士会会長、日弁連副会長を歴任。
子どもの権利、少年非行、聴覚障害者等の福祉訴訟、水俣病京都訴訟、自衛隊イラク派遣違憲訴訟等を担当。

～総会～
おかげさまで、年に一度のサタデーピアの総会も第８回目を迎えます。様々なかたちでご支援
くださっている皆様方、本当にありがとうございます。今後とも、一緒にサタデーピアを作って
いきましょう。昨年の移転から早や１年余が経ち、新しい拠点として地域の方々にも少しずつ定
着してきました。総会では、事業・会計報告と事業計画・予算などについて話し合います。

～講演会～
近年、障害者自立支援法の施行を始め様々な法の動きがあり、サタデーピアでも勉強会を重ね
てきましたが、それぞれに戸惑われたことも多かったと思います。
そこで、今年の講演会では『私たちの話をしよう！パート３ ～自分らしい生き方を選べるよ
うに知っておきたい法律のお話～』と題して、弁護士の先生をお招きし、行列に並ばなくてもで
きる法律相談所を開催いたします。日本国憲法に唱えられた基本的人権や生存権を始め、障害者
基本法、障害者自立支援法、アメリカの ADA 法等についてもふれていただく予定です。
年齢や障害のあるなしに関わらず、すべての人が安心して暮らせるように法律はあるはずです。
人任せでなく、自分らしい生き方を自分自身で選ぶ事ができるように、みなで楽しく法律を学び
合いましょう。

【お問い合わせ先】
NPO 法人サタデーピア「夢工房 if」 TEL 0749－23－8896
講演会のお問い合わせは、
「地域生活支援センターまな」
（TEL0749－21－2192）でも OK です。

サタデーピア 勉強会のご報告
～障害者自立支援法で作業所はどうなる！？ 就労移行支援を中心に～
3 月 17 日（土）に、「サタデーピア」と「地域生活支援センターまな」との共催で上記のテ
ーマの勉強会を開催しました。障害者自立支援法の施行に伴って作業所はどう変わるかについ
て、今回は特に「就労移行支援事業」に焦点を当てた勉強会を開催しました。サタデーピア、
「夢工房 if」のスタッフの山村と上ノ山真から説明や話題提供をさせていただきました。そこ
で、ご参加いただいた方の感想をご紹介いたします。
◇ わかりやすい説明で良かった。

（シナモン）

◇ わかりやすい説明でした。自立支援法ができて、「人のため」ではなく、これからは「自分の
ため」にと言う事がわかりました。この先において、大事なことですね。

（里伽子）

◇ 自立支援法の難しい内容を、図や表などをまじえて理解しやすい様に教えてもらうことが出来
ました。

（あ）

27 名のご参加があり、その他にもたくさんのご感想をいただきました。今後もいろいろな勉強
会を開催していきたいと思います。ご要望等ございましたら、ぜひお寄せ下さい。

サタデーピア リビングスキルズ研修会のご報告
あなたにも絵は描ける！！ 「キミ子方式を学びましょう！」
4 月 21 日はとてもよいお天気でしたが、作業療法士の有賀喜代子先生をお招きして、キミ子
方式という絵の描き方を学びました。誰にでも描ける絵の描き方ということで、とても丁寧に
教えていただきました。この日は、イチゴの絵を描きました。絵は苦手だという方もいらっし
ゃいましたが、みなさんとても素敵な作品を作ってくださいました。描き方と実際の作品を、
一部ご紹介いたします。
キミ子方式の 約束１：どんな色も、赤、青、黄の三原色と白だけを混ぜて、自分の色をつくる。
描き方→

約束 2：描き始めの一点から、となりへとなりへと描きひろげて行く。
約束 3：画用紙が足りなくなったら、足す。あまれば切ればいい。構図は描いた後で考える。

とても楽しい先生で、みなでわいわいとにぎやかに作品作りを楽しみました。完成後はイチゴ
を食べながら、それぞれの感想を共有し、とても貴重な機会となりました。

若葉の季節になりました。
「夢工房 if 春の大感謝フェア」には、たくさんご来店いただ
きありがとうございました。スペシャルメニューで登場しました、ホットドッグとピザが
新しいメニューに加わりました。カレーライスやホットサンドと共に、こちらもぜひ一度
ご賞味下さい。また詰め合わせセットなどプレゼントや進物用もいたします。
みなさまのご来店をお待ちしています。

「夢工房 if」メンバー・スタッフ一同
↓ピザ

お得なセットメニュ
ーが増えました♪♪

☆ 新メニュー登場
・ホットドッグ １本 ￥３００．＋ 飲み物（200 円）のセット → ４５０円
＋ 飲み物（250 円）のセット → ５００円
・ピザ

１枚

￥４００．＋ 飲み物（200 円）のセット → ５５０円
＋ 飲み物（250 円）のセット → ６００円

♪♪ オリジナル刺し子製品
トートバッグ・巾着・ランチョンマット・コースター・花ふきん等

♪♪ かわいい手作り小物も登場
ブローチ・携帯ストラップ・髪飾りなど

←いのししブローチ
（他にも種類はいろいろ）

プレゼント用にもラッピングします。形・色・大きさなどのご相談もどうぞ！！

【夢工房ifからのお願い】
・ 牛乳パックを集めています。いただける場合は、夢工房 if までお知らせください。
尚、水洗いをお願いします。よろしくお願いします。

日頃は、サタデーピア、夢工房 if の活動にご協力・ご支援下さりありがとうございます。
平成 19 年度サタデーピア年会費を納入くださいました皆様方、どうもありがとうございま
す。今年度も一緒にサタデーピアを盛り上げていきましょう。
サタデーピアは、皆様の会費で運営されています。賛助会費の納入をよろしくお願いし
ます。
会員になっていただきますと、隔月のお便りをお手元にお届けするほか、サタデーピア
のイベントや勉強会等の参加の優待があります。また、会員様のお便りには、夢工房 if の
ご利用割引券がつくこともあります。
身近な方でサタデーピアの活動に興味・関心を持って下さる方がおられましたら、賛助
会員へのお誘いをお願いします。
平成 18 年度の年会費が未納の方もよろしくお願いいたします。
会費納入先

★
★

同封の用紙での払い込み（郵便局でお願いします。）
※申し訳ありませんが、手数料が必要になります
夢工房 if、サタデーピア相談室、南彦根クリニックでもお受けしています

◆◆
賛助会員
賛助団体

賛助会員＆団体（いつでも）募集中 ◆◆
入会金２０００円 年会費（一口）３０００円
入会金５０００円 年会費（一口）５０００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
（会費の納入が困難な方は、入会金・会費の減免制度があります。ご相談ください）
※

平成１７年、１８年度の会費がまだの方はよろしくお願いいたします。

尚、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。

編集後記
♪ いよいよゴールデンウィーク！！みなさまはどのように過ごされるのでしょうか。
それぞれにとって良いゴールデンウィークになることを祈っております。
私は、今年こそ寝正月ならぬ寝ＧＷを脱却し、青々と繁る緑の中をサイクリングにでも
行きたいなと考えています。
（むささび）

サタデーピア便りが、ホームページでもご覧頂けるようになりました

http://www.satade-pia.net

