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くんぷう

薫風の候
すがすが

新緑をぬって吹く風が清々しい季節になりました。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか。
厳しい寒さに耐えて迎えた春の喜びもつかの間、五月は秋の収穫に備える季節と言えます。田植えや野菜苗の
定植に汗した方も多かったのではないでしょうか。
今年の春は「寒の戻り」と「夏日」が交互にやってくる不順な気候で体調を崩しがちでしたが、心地よい五月
の風にほっと一息といったところです。太陽の下で土を耕し、必要な養分を与え、土中の微生物の助けを借り
はぐく

ておいしい米や野菜を育てることは、人や事業を 育 むことにも通じていると思えます。
NPO 法人サタデーピアは今年で 14 年目を迎えます。
昨年は多くの会員の皆さまの寄付やダイトロン福祉財団、
丸紅基金からの助成を賜り、
「夢工房 if」の工房を移転することができました。今年は長年取り組んできたピ
ア活動に対して、JT（日本たばこ産業）の助成をいただけることになりました。
のっと

5 月は総会の季節でもあります。これからもサタデーピアの設立趣意に 則 り、地域にしっかり根を張って、成
果を皆さまと共有できるよう地道な活動を続けて行きますので、ご支援よろしくお願いいたします。
（眞）

平成 25 年度

サタデーピア総会
＆

本年4月から障害者自立支援法が見直され、「障

サタデーピアでは、下記のとおり、昨年度の事業
報告や今年度の事業計画等を話し合う総会を行い
ます。正・賛助会員だけでなく、多くの皆様のご参加
をお待ちしています。また、今回は総会の後に、第 3

回目となる「if-1 グランプリ 2013」を開催します。
精神保健福祉漫才やコント、マジックなど楽しい催
しを企画しています。お楽しみに♪
出演希望やお問い合わせはサタデーピアまで。

日時

「障害者総合支援法の勉強会」

5 月 25 日（土）
午後 1 時半～サタデーピア総会
～ 総会終了後 ティータイム

害者総合支援法」が施行されました。主な改正点は、
障害者の定義の範囲の拡大などです。法律の仕組み
がどうなっているのか、改正点はどこかを知り、私
たちを取り巻く重要な法律の内容を皆さんと一緒
に学び合いたいと思います。皆さま、ぜひともご参
加ください。
日時 6月15日（土）
午後2時～3時半頃
場所 地域生活支援センターまな 2 階
（カフェ夢工房 if 隣）
お問い合わせ：夢工房 if（0749-23-8896）

午後 2 時半～ if-1 グランプリ 2013
場所

サタデーピア 1 階 カフェ夢工房 if

内容

精神保健福祉漫才、コント、マジックなど

お問い合わせ：サタデーピア（0749-23-6679）

どちらもぜひご参加ください
お待ちしています

ピアカウンセラー養成講座
平成 25 年度
ピアカウンセラー養成講座 開催日程



ピアサポートクラブ
（ピアカウンセラー養成講座修了者及び修了を

毎年好評のサタデーピア・ピアカウンセラー養成講

目指す方、受講希望の方対象）

座の日程をご案内します。今年度も通年 6 回の講座の
☆次回のピアサポートクラブ

他に、3 日間の集中講座を予定しています。ピアカウ
ンセリングに関心をお持ちの当事者・ご家族や関係機

時 6 月 6 日（木）
、7 月 4 日（木）
、8 月 1 日（木）

日

いずれも午後 2 時～3 時半頃まで

関スタッフ、これまでの講座を受講され、修了されて
いない方もぜひもう一度チャレンジして下さい。

場

参加希望の方は、サタデーピアまでお電話下さるか、

所 サタデーピア 2 階グループ室

参加費 無料

直接おいで下さり、所定の申込用紙に必要事項をご記

※準備の都合上、参加希望の方はサタデーピア

入のうえお申込み下さい。サタデーピアのホームペー

までご連絡下さい（☎0749-23-6679）

ジから申込用紙をダウンロードしていただくことも
できます。(http://www.satade-pia.net/)



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）

場所：サタデーピア 2 階
（JR 南彦根駅西口より徒歩 7 分）
定員：8 名
お申込み・お問い合わせ：NPO 法人サタデーピア
0749-23-6679（水・木）

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い
たします。関心をお持ちの事業所は、お問い合わせ

通年講座 （毎回、第四木曜に開催します）
時間：午後 1 時半～4 時半
参加費 1 回：当事者・ご家族 1,000 円
関係機関スタッフ 2,000 円

下さい。


♪家族の♪井戸端会議 （毎月第 3 土曜日定例）
5 月の井戸端会議の参加者は 6 人でした。if おすす

めのチーズケーキとフェアトレードコーヒーの試飲

第1回

5 月 23 日（木）

をしながら、日頃思っていることなどを話せてゆっく

第2回

6 月 27 日（木）

りとした時間が持てました。次回も楽しみです。 （貴）

第3回

7 月 25 日（木）

第4回

9 月 26 日（木）

第5回

10 月 24 日（木）

第6回

11 月 28 日（木）

集中講座
3 日間

☆次回の♪家族の♪井戸端会議
日

時

いずれも午後 2 時～4 時頃

年度内 開催予定
計 16 時間

参加費：全日程 当事者・ご家族 8,000 円
関係機関スタッフ等 16,000 円
※都合により、日程が変更になる場合があります。
※集中講座は、参加希望者が少ない場合中止させて
いただくことがあります。

5 月 18 日（土）
、7 月 20 日（土）

※6 月は勉強会です。こちらにぜひご参加ください。
場

所

参加費

サタデーピア 2 階グループ室
200 円

※準備の都合上、参加希望の方は「工房 夢工房 if」
までご連絡下さい（☎0749-23-8896）



精神保健福祉コーナー

サタデーピアの活動に係る助成を
いただきました

障害者優先調達推進法について
☆ 「JT（日本たばこ産業） NPO 助成金」
本年 4 月から「国等による障害者就労施設等からの
物品等の調達の推進等に関する法律」（障害者優先調
達推進法）が施行されました。簡潔に内容を説明する
と、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業す
る障害者の経済面の自立を進めるため、国や市などの

ピアサポート活動推進事業に係る助成金をいただけ
ることが決まりました。この助成を受けて事業の継続
とともにテキストの改訂発行などに取り組むことが
できるようになりました。今後さらにピア活動に力を
入れていく思いを強くしています。

地方公共団体は仕事の発注を優先的に就労支援施設
などの障害福祉サービス事業所に委託したり、物品を
購入するよう努力しましょう、という法律です。
提供する事業所側も自分たちの商品やサービス
を売り込むチャンスと考え、こんな物を作っている
事業所がある、障害を抱えながらもこんなことが出
来る人がいるということを広く知ってもらう機会
にできるよう努力しなければいけないと思います。

☆ 「赤い羽根共同募金」
(社会福祉法人滋賀県共同募金会)
「防災活動支援事業」の助成を受け、発電機を購入し
ました。発電機は停電の時の電力源となり、室内の照
明だけでなく、ラジオやパソコンに繋いで情報の収集
も可能です。また地域の皆さんにも役立てていただく
ことができればと願っています。
おすすめ自家製クッキー！！
if のクッキーは、すべて手作り。余計な食品添加物

3 月下旬から「カフェ夢工房 if」で開催したスプリン

は一切入っておらず、安心です。値段もお手軽で味の

グフェアは楽しんでいただけたでしょうか。『こんき

種類もいろいろ。5 月、6 月の

くらぶ』の掲載もあり、カフェは連日ランチのお客様

「母の日」、
「父の日」といった

で賑わいました。期間限定で販売した春野菜のクリー

特別な日のプレゼントにも真

ムパスタも好評をいただきました。夢工房 if では現

心のこもった if のクッキーは

在、コーヒー・紅茶や工芸製品の新商品を検討してい

おすすめです！

ます。今後の夢工房 if のニュースも楽しみにお待ち
ください。

クッキーいろいろ

「ファブリカ村」に研修に行きました
サタデーピアスタッフと夢工房 if 利用者数名で東近

夢工房 if メンバー・スタッフ一同

江市にあるファブリカ村に見学研修に行ってきまし

「フルートと楽しいおはなし会」の報告

た。無添加＆手作りジャムを使ったシフォンケーキや

スプリングフェア中の土曜日、カフェで「フルートと

フェアトレードのコーヒーをいただきながら、展示販

楽しいおはなし会」を開催しました。お話では花咲じ

売されているアート作品や伝統産業の麻織物を見せ

いさんなどの紙芝居や絵本、なぞなぞがあり、フルー

ていただきました。「良いものを作る」というものづ

ト演奏はクラシックや TV でおなじみの曲を聴きまし

くりの姿勢や技術に感銘を受けました。

た。お子さんから大人まで、ほっこりとした素晴らし
い時間を過ごしました。
参加者の中からは「またしてほしい！」という声があ
がっており、ぜひまたこのような楽しいイベントを計
画できたら思っています♪今回参加できなかった方
もお楽しみに・・

彦根市仮庁舎の清掃実習を始めました
4 月から中央町にある彦根市仮庁舎の施設維持管理業
務を請け負うことになりました。主な作業内容は床や
階段、トイレなど共用部分の清掃と照明、壁等のメン
テナンスです。就労移行支援の利用者の施設外就労と
位置付け、週 1 回定期的に従事します。体力や責任感、
体調管理など就労するために必要な力を身につける
機会にしたいと思います。

サタデーピア 心の相談室のご案内
「心の相談室」では臨床心理士、精神保健福祉士が専
みなさんの声を掲載します

門スタッフとして、30 分から 80 分の時間枠で専門相
談、心理カウンセリングをお受けしています。

❤先日、滋賀県立大学の学生 20 名が授業の一環と

なお、この相談事業には利用料を設定しております。

してサタデーピアに見学実習に来られました。周辺

利用料は寄付として、サタデーピアの精神保健福祉に

の関連施設・機関を見学した後、カフェ夢工房 if

かかる活動の資金とさせていただいています。サタデ

でティータイムを取りながら、質問や意見交換を行

ーピアの活動にご理解をいただき、ご協力の程どうぞ

いました。そして、数名の学生から、ボランティア

よろしくお願いいたします。

として「カフェやイベントのお手伝いをしたい」と
いうありがたいお申し出がありました。
❤心のバリアフリーや地域のメンタルヘルスの向
上を目指して取り組んでいるサタデーピアの笑い
の活動について、毎日新聞大阪本社から取材を受
け、4 月 20 日付でくらしナビ欄に掲載されました。

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

平成 25 年度会費納入のお願い
日頃は、サタデーピアの活動にご協力、ご支援下さ
りありがとうございます。
サタデーピアは、皆様の会費で運営されています。
引き続き、賛助会費の納入をよろしくお願いします。
≪会費納入方法≫

編集後記
ゴールデンウィーク中は皆さんそれぞれに楽し
まれたことと思います。3 月、4 月は「カフェ夢工
房 if」のスプリングフェアがありましたが、5 月、
6 月はサタデーピア総会や「if-1 グランプリ」の

★サタデーピア相談室、夢工房 if で直接納入いただ

他、皆さんも関心のある「障害者総合支援法」の

くか、同封の払込用紙にて郵便局でお振込みください。

勉強会を行います。皆さんと楽しめるような場や

※申し訳ありませんが、お振込みの場合は手数料が

学びの機会をどんどん発信していきたいと思いま

必要になります。

すので、楽しみにしていてください。
（Bear）

賛助会員＆団体（いつでも）募集中
賛助会員

入会金２０００円
年会費（一口）３０００円

賛助団体

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。減免申請は各年度ごとにお願いし

【連絡先一覧】
◆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」

ております。

彦根市小泉町 620 番地 64

☆ 退会を希望される方はお手数ですが、ご一報く

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

ださいますようお願い申し上げます。

