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夏の風物詩
夏の風物詩といえば「花火」が思い浮かぶ人も多いのではないかと思います。「日本の花火の美しさ
は世界一」とよく聞きますが、古くからその精巧で優美な伝統が継承されてきました。
長い梅雨からの解放感と本格的な夏の到来への喜びを「ドーン、ズドーン」という花火の大きな音で
実感するという方も少なくないのではないでしょうか。日本の花火のもう一つの特徴は、その美しさの
ほかに「たまや～」
「かぎや～」という掛け声です。
「玉屋」「鍵屋」というのは花火屋さんの名前で江戸
時代にそれぞれの花火屋さんが美しさを競い合ったことからその掛け声が根付いたそうです。一瞬で消
えてしまうその花火に、苦労して作り上げた花火師さんたちを思い賞賛しながら「たまや～」
「かぎや
～」と叫ぶのも日本らしいと言えるのかもしれません。
目の前の成果や完成したものだけを楽しむのではなく、そこに携わった人々の苦労や努力に思いを馳
せ、それに対しても素直に感謝し感動できる人になれるよう、今年も美しい花火を見て日本の伝統から
学びたいと思います。

（美）

サークル活動

今年もやってきました！恒例の「納涼！爆笑サタデー
ピア祭り」。マジックや漫才・歌やゲームイベント盛
りだくさん(^^)皆でワイワイと楽しい一日を過ごしま
しょう♪

当日のプログラム
★午後４時～ お笑い大行進
漫才、コント、マジックなど
★午後４時半～ 屋台

締めくくりは“流しそうめん”でお腹も気分もいっ

屋台メニュー

ぱい満たして思いっきり楽しんで下さいね。

焼き鳥３本：200 円 塩・タレあります

「夢工房 if」の商品も多数販売しています。

かき氷 ☆手作りシロップ 100 円～

ご家族のみならず、ご近所の方やお友達などお誘い合

ミニカレー 300 円

わせの上、気軽にお越し下さい。

ポップコーン 100 円

今年も夏バテなんて吹き飛ばして、皆で楽しみましょ

お楽しみゲーム

う！

ヨーヨー釣り・わなげ 各１回 50 円

日時：８月９日（土）午後４時～７時頃
場所：カフェ

夢工房 if

楽しいイベント盛りだくさん♪
どなたでも参加いただけます！
申し込みは不要です。

★午後５時半頃～
流しそうめん

無料

毎年大人気のイベント
◇納涼祭に今年も彦根市より「ひこね市民活動促進助
成事業」の助成金の交付を受けることができました。

ピアサポートクラブ（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
『よっ！4 号』の発行に向けて取り組んでいます

方、受講希望の方対象の定例のピア活動です。
☆今後のピアサポートクラブ予定
日

1999 年に設立したサタデーピアは今年度 15 周年

時

8 月 7 日（木）、9 月 4 日（木）、10 月 2 日（木）
いずれも午後 2 時～3 時半頃まで

を迎えます。そこで広報・出版部門の事業として、
記念冊子『よっ！4 号』を作成します。今号では、

場

所

サタデーピアの活動趣旨である「こころのバリアフ

参加費

サタデーピア 2 階グループ室
無料

リーを目指して、精神疾患や精神障害の正しい理解

※準備の都合上、参加希望の方はサタデーピアまで

を拡げたい」という思いで、地域や社会に向けたメ

ご連絡下さい（☎0749-23-6679）

ッセージや情報提供の冊子にしたいと考えていま
す。また、文芸やイラストなども掲載したいと考え

ピアスタッフ派遣事業

ていますので、皆様にはさまざまな形でご参画いた

（ピアカウンセラー養成講座修了者対象）

だけますよう宜しくお願いいたします。

地域生活支援センターや自立支援事業所などに

編集委員として活動してくださる方も同時募集
中です♪

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

ご一緒にサタデーピア 15 周年を盛り上げていき
ましょう！！

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。



ピアカウンセラー養成講座（通年）

平成 26 年度のピアカウンセラー養成講座を好評開催


♪家族の♪井戸端会議 （毎月第 3 土曜日定例）

中です。今年度は「地域生活支援センターまな」との

家族の井戸端会議は当事者のご家族が日頃の思いを

共催で開催しています。第 1 回目は終了しております

話し合い、支えあう集まりです。

が、引き続き参加ご希望の方は所定の申込用紙に必要

5 月は自分の悩み、家族の悩みについて話し合いま
した。お互い理解し合おうと思いながらも中々うまく

事項をご記入のうえ、
「まな」にお申し込み下さい。
通年講座 （毎月、第四木曜に開催します）

いかない葛藤、もどかしさ「なんでこんなになるの」

時間：午後 1 時半～4 時半

「誰に言えばいいの」、お互いつらい気持ちを話し合

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

いました。だけどいい所もどこかにあるはずだから、
それを見つける努力も必要でしょう。自分のペースを

第2回

7 月 24 日（木）

守りながら周囲と付き合って行きましょうと確認し

第3回

8 月 28 日（木）

合いました。 （K・O）

第4回

9 月 25 日（木）

☆今後の♪家族の井戸端会議♪予定

第5回

10 月 23 日（木）

第6回

11 月 27 日（木）

日

時

7 月 19 日（土）
、9 月 20 日（土）
（※8 月はお盆休みのためありません）
いずれも午後 2 時～4 時頃まで

場

所

参加費

場所：地域生活支援センターまな２階

サタデーピア 2 階グループ室

定員：12 名

200 円

※準備の都合上、参加希望の方は「工房

※都合により、日程が変更になる場合があります。

夢工房 if」

（内池）までご連絡下さい（☎0749-23-8896）

お申込み・お問い合わせ：地域生活支援センターまな
Tel 0749-21-2192 Fax 0749-21-2193

フルートとピアノの音色＆楽しいおはなし会」
今回のサマーフェアでも絵本のおはなし会をします。
フルート＆キーボードの生演奏やおはなしを聴きなが
ら、ご一緒に楽しいひとときを過ごしましょう♪
曲目も幅広くラインナップしていますので、小さな
お子様から大人の方まで楽しんで頂けます。皆さんお
誘い合わせて是非お越しください。
※準備の都合上、参加希望の方はできるだけ
事前に連絡をいただけるとありがたいです。
日

時：7 月 22 日(火)15:00～16:00

場

所：カフェ夢工房 if

参加費：\200（ドリンク付）
内容：フルートとキーボード生演奏＆
たのしい絵本の読みきかせ



精神保健福祉情報コーナー

障害者総合支援法の施行にともない、平成 27 年 3
「サー
月末までに障害福祉サービスを利用する人は、
ビス等利用計画」を作成することが、原則すべての利
用者に必要となっています。
「サービス等利用計画」とは市町村から指定を受けた
「相談支援事業所」の専門員が、本人の意向や悩みな

どを聞きながら障害福祉サービスの利用計画を作
り、その内容に応じてサービス提供事業者と連絡調
整を図ります。また、計画した障害福祉サービスが
適切に提供されているかを確認し、利用計画の定期
的な見直しを行っていくものです。
障害福祉サービスを新規利用される方、更新される

お問い合わせ：

方は、手続き内容にご注意ください。詳しくはお住ま

＜工房＞

TEL 0749-23-8896

いの市町村窓口
（障害福祉担当課）
にお尋ねください。

＜カフェ＞

TEL 080-8329-1649

甘夏のデザートはいかがですか？
サマー感謝フェア開催します

期間

7 月 22 日（火）～8 月 9 日（土）

☆甘夏ジャムクレープ☆ 300 円
ビタミン豊富な甘夏をじっくり丁寧に煮込み仕上

特典①「ランチご注文の人にランチドリンク券プレ

げた、甘夏ジャムの季節限定クレープです。

ゼント」

ぜひ一度ご賞味ください。

特典②「デザートタイム（pm2:00～）の注文につ
きくじ引き 1 回」
（※特典②は 8/8 まで実施）
楽しいイベントや特典をご用意しております。皆様
のご来店を心からお待ちしています。
♪7/22（火）15:00～
「フルートとピアノの音色＆楽しいおはなし会」
6 月～8 月の期間限定ランチ
甘辛く炒めた肉みそと
たっぷりの野菜で盛り
つけた冷やし麺です。夏
バテ解消にぴったりの
夏ランチ
大好評販売中！！
【ジャージャーサラダ麺 500 円】

☆甘夏かき氷☆ 200 円
手作り甘夏シロップを使用
したおススメかき氷です☆
風味豊かな味わいをお楽し
みください。
夏季休暇のお知らせ
工房は 8/13（水）～8/1７（日）まで
カフェは 8/1０（日）～8/18（月）まで
お休みさせていただきます。
イベント出店のお知らせ
◇7/12（土）
「ナイトバザール」
17：00～ 場所：花しょうぶ通り商店街

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

みなさんの声を掲載します。

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

7/3～9 の計 5 日間、職場体験と
して、彦根市東中学校より 2 名の
女子生徒さんが来られました。

≪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。

＜以下、感想をいただきました＞
☆最初はすごく不安で、すごく緊張しました。
クッキーの型抜きなどが楽しかったです。カフ
ェの接客は難しいと感じました。（Y さん）

☆ 会費の納入が困難な方は、減免制度があります。

☆初めて来た時は緊張したけど、段々慣れてき

減免申請は各年度ごとにお願いしております。

たし、皆さんが優しくしてくださったので、良

☆ 退会を希望される方はお手数ですが、ご一報

い体験になりました。（K さん）

くださいますようお願い申し上げます。

認定 NPO 法人への寄付には税制上の優遇措置があります

編集後記

☆ 寄付をした個人は、確定申告によって一定の限度内

暑い日が続きますが、ご機嫌いかがでしょう

での所得税法上の寄付金控除が受けられます。

か？今年もまた恒例のサマー感謝フェアが近づ

(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）
。

いてまいりました。７月２２日（火）から８月
９日（土）まで開催致します。初日には好評の

☆ 賛助会費も寄付に含まれます。

「フルートとピアノの音色＆楽しいおはなし

☆ 寄付をした法人についても特別損金算入の制度が

会」を催し、最終日には「納涼！サタデーピア

あります。

祭り」で漫才やマジック、歌とダンス、そのあ
とは流しそうめんや屋台をお楽しみいただきま

サタデーピアわくわくニュース★（ブログ）

す。ふるってご参加ください。 （Ｔ．Ｍ）

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

【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

<お知らせ>

◆カフェ「夢工房 if」
彦根市西今町 1327 番地 1 階

サタデーピア「心の相談室」はただいま休止中で
す。以前からご利用の方はサタデーピアまでお問
い合わせください。

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

