
 

奇跡の地球よ、いつまでも 

宇宙が誕生して１３８億年、地球が誕生して４６億年、そして最初の猿人の誕生が７００万年前です。

地球にすれば、人間なんて昨日生まれたくらいなものですね。 
その地球が今まで存在していることは、奇跡的なことだそうです。 

 宇宙には大小無数の星屑が漂い、星の重力に引かれて衝突、融合を繰り返しています。 
地球が誕生したころは、彗星や小惑星が飛び交いそれが衝突すれば地球の水を蒸発させたり、生命の誕

生に致命的なダメージを与えたかもしれません。 
しかし、それを救ってくれたのが木星です。巨大な木星の重力が、地球へ向かう彗星や小惑星を飲み込

んでくれたのです。 
木星は、その巨大な重力で彗星などを飲み込み、また、跳ね飛ばしてくれたのです。 
木星のおかげで今、素晴らしい地球が存在し、たくさんの動植物が繁栄しています。 
この奇跡の地球のこの環境を大切に守らなければいけないと思います。 

（なみさん） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

サタデーピア 精神保健福祉勉強会 

「障害者の人権に関する条約 及び 

障害者差別解消法を知ろう！」 

 

2006年に国連で採択された「障害者の権利条約」に

日本は今年 1月、世界で 140番目に批准しました。条

約批准のために「障害者雇用促進法」は改正され、新

たに「障害者差別解消法」が制定されました。条約批

准や法制定の意義を学びながら障害の有無に係らず

市民としての権利や差別解消に向けた具体的な取り

組みを考える機会にできればと思います。多くの皆さ

んに関心を持っていただき、お誘い合わせてご参加下

さいますようお待ちしています。 

まず、知ることから始めましょう！ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 年 11 月号（No.88） 
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 

日時：12 月 18 日（木） 
午後 2 時～3 時 50 分 

場所：地域生活支援センターまな 2 階 
（カフェ夢工房 if 隣） 

テーマ：「障害者の人権に関する条約 及び 
        障害者差別解消法を知ろう」 
講師：弁護士 森野有香先生（森野法律事務所） 
参加費：無料 
主催：認定 NPO 法人サタデーピア 
共催：地域生活支援センターまな 
申し込み、問い合わせ：NPO 法人サタデーピア 
TEL 0749-23-8896 （夢工房 if） 



 

サタデーピア設立 15 周年を記念して、記念冊子『よ

っ！4号』の作成に取り組んでいます。今号において

は、地域や社会に向けたメッセージを様々な立場から

発信します。現在、文章の校正やレイアウトなどを話

し合いながら、今年度発行を目標に進めていますの

で、楽しみにお待ちください。 

サタデーピア  

 

「リビングスキル」とは、料理、掃除、買い物など

生活に必要な技能のことです。趣味や娯楽などにより

日々の生活を豊かにすることも重要なリビングスキ

ルではないでしょうか。今回は、ドライフラワー、ビ

ーズなどを使いおしゃれな可愛いウェルカムボード

を作ります。 

   日 時：11月 29日（土）午後 2時～4時 

 場 所：地域生活支援センターまな 2階 

 参加費：500円   定員 18 名 

 講 師：長谷川 由美子さん 

 ＜申し込み・お問い合わせ＞ 

 工房 夢工房 if ☎0749-23-8896 

担当：出
で

路
じ

   

 （事前申込をお願いします♪） 

    

『よっ！4 号』の発行に向けて取り組んでいます 

 

   

 

 

 

 

  

サークル活動の定例化 

サタデーピアでは、余暇活動支援としてサークル活

動の定例化を検討しています。現時点では、「水彩画

サークル」が開始に向けて準備を進めています。 
 

 

 ♪家族の♪井戸端会議 （毎月第 3土曜日定例） 

家族の井戸端会議は当事者のご家族が日頃の思いを

話し合い、支えあう集まりです。 

少人数でしたが、if特製スイートポテトをいただき

ながら、日々の思いやちょっとした悩みなど話す時間

を持ちました。11月は日本精神神経科診療所協会が主

催の「精神障害者の就労の現状と課題」と題した研修

会（ひこね燦ぱれす）に参加したいと思います。 （貴） 

☆

 

今後の♪家族の♪井戸端会議予定 

 

 

 

 

 

 

 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

方、受講希望の方対象の定例のピア活動です。 

10月、11月のピアサポートクラブでは、ほぼ毎回

参加の 4～5名に加えて、久しぶりの参加者もあり、

日々の悩みや苦労を分かち合いながら、ゆっくりと穏

やかな時間を過ごしました。また『よっ！』4号への

投稿内容の確認や 15周年イベントに向けて「ピアレ

ンジャー！？」結成の提案もありました。（眞） 

☆

 

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。 

 ピアカウンセラー養成講座 

今年度の通年講座は、11月で終了いたします。来年

3月頃に講座修了者を対象としたスキルアップ研修会

を開催予定です。来年度も、引き続きピアカウンセラ

ー講座は開催できればと思いますので未修了の方や

受講希望の方は来春の開講をお待ち下さい。 

日 時 12月 4日（木）、2015年１月 8日（木） 

いずれも午後 2時～3時半頃まで 

場 所 サタデーピア 2階グループ室 

参加費 無料 

※準備の都合上、参加希望の方はサタデーピアまで 

ご連絡下さい（☎0749-23-6679） 

 

日 時 11月 15日（土）、12月 20日（土）、 

2015年 1月 17日（土）午後 2時～4時頃まで 

※11月の井戸端会議は、研修会に参加します 

リビングスキル研修会のご案内 

サタデーピア 15周年記念事業 



 

    「サタデーピア 野外活動」の報告 

 11月 3日（祝）、サタデーピアの野外活動としてグ

ランドゴルフを皆で楽しみました。当日は雨天のため

屋内に変更しました。初めての人も多く、一打一打に

歓声の声が上がっていました。

参加者は 21名で、お昼はおいし

い豚汁をいただきました。 

 

    秋の収穫祭「土曜イベント」 

 11月 1日（土）、「フルートとピアノの音色＆楽しい

お話し会」を開催しました。あいにくのお天気だった

のですが、19 名の方にご参加いただきました。そして、

11 月 8日（土）、「秋の爆笑サタデーピア祭り」を開催

しました。マジックや漫才など盛りだくさんな内容で

皆様にお楽しみいただけたのではないでしょうか。次

回のイベントにもご期待ください。 

 

 

  

秋の限定メニュー好評販売中！ 

カフェ夢工房 if では、旬の秋野菜を使った秋メニュ

ーを販売しています。期間限定ですので、お早めにど

うぞ。 

・きのこソースのハンバーグランチ（11 月末まで

・きのこの和風クリームパスタ（

） 

11 月末まで

・かぼちゃのパウンドケーキ 

） 

・スイートポテト 

・手作りジャムのクレープ（甘夏、いちご） 

・アップルパイ 

  

新作トートバッグ続々登場！ 

ひとつひとつ丁寧に縫いあげた刺し子のトートバッ

グの新作が出来上がりました。定番の「麻の葉」とオ

リジナルデザインの「薔薇」と種類いろいろ。折りた

ためる便利なエコバッグ仕様もあります。 

 

クリスマスケーキ注文承ります 

程よい甘みとやわらかなスポ

ンジケーキが特徴の if 自慢のケ

ーキです。ご予約はお早めにお願

いします。 

 

 精神保健福祉情報コーナー 

滋賀県の最低賃金が変わりました 

平成 26年 10月 9日より滋賀県の最低賃金が 730円か

ら746円

※最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき、国が

賃金の最低限度を定め、使用者(事業主)は、その最

低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとす

る制度です。常用、パート、アルバイト、嘱託など

の雇用形態にかかわらず、原則適用されます。派遣

労働者は派遣先の最低賃金が適用されます。 

 に改定されました(時間額)。 

厚生労働省のホームページからは全国水準をみるこ

とができます。関心をお持ちの方は一度ご覧になって

はいかがでしょうか。 

（厚生労働省「平成 26年度地域別最低賃金改定状況」） 

インターネット通信販売はじめます☆ 

より多くのお客様に商品をお買い求めいただけるよう、

夢工房 if の通信販売ページを開設します。11 月中に

オープンできるよう準備を進めていますので、今しば

らくお待ちください。。。 

＜アクセス方法＞ 

１．インターネットに接続し、サタデーピアホームペ

ージを開く（http://www.satade-pia.net）  

２．夢工房 if の商品紹介ページに入る 

３．FAX 注文用紙をダウンロードして、注文する 

 

 

イベント出店のお知らせ 

◇11/8（土）ナイトバザール 

時間：16:00～17:00 場所：花しょうぶ通り 

◇11/29（土）メロディクリスマスコンサート 

時間：13:00～ 場所：滋賀県立大学 

◇11/30（日）ふくしフェア 

時間：10:00～ 場所：彦根市中老人福祉センター 

◇12/14（日）市場の市 

時間：9:00～12:00 場所：彦根総合地方卸売市場 

◇12/14（日）アビリンピック滋賀 2014 

時間：終日 場所：ポリテクカレッジ滋賀 

トピック☆ 

18cm 2,200 円 

21cm 2,800 円 

http://www.satade-pia.net/�


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。 

 

賛助会員  年会費（一口） ３，０００円 

賛助会員＆団体（いつでも）募集中 

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。 

 

☆ 会費の納入が困難な方は、減免制度があります。

減免申請は各年度ごとにお願いしております。 

☆ 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 こころの相談室のご案内 

初めてのご利用には主治医等の紹介が必要です。これ

まで同様ご利用料は、寄付としてサタデーピアの活動

資金とさせていただきます。詳しくは案内パンフレッ

トをご参照下さい。 

 

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 

  

 

 

 

         みなさんの声を掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
【連絡先一覧】 

 
 
 

編集後記 
朝夕肌寒さを感じる季節になってまいりました

が、皆様、風邪などひいておられませんでしょ

うか。サタデーピアは今年度、設立 15周年を迎

えます。これも、ひとえに皆様のご支援、ご鞭

撻のおかげであると感謝いたしております。15

周年を記念して、『よっ！4号』を発行しますの

で、ご期待ください。来年には記念イベントの

開催を企画しています。皆様も、奮ってご参加

ください。 

                           （D） 

 

 

 

 ◆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 

 

 

 

おもいやり 

 

や
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・大阪 YWCAから 13名の方がサタデーピアに見

学を兼ねて研修に来られました。ifのランチや

工芸製品に感心してくださいました。また互い

に情報共有をすることができ、有意義な時間と

なりました。 

 

・滋賀県レイカディア大学（米原校）に在校の

7名の方が来春 5月までボランティアとして、

活動をご一緒にしてくださることになりまし

た。 

 

 

 

 

 
 

http://www.satade-pia.net/�
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