2015 年 7 月号（No.92）
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

い ち ざ こんりゅう

一座建立
いちごいちえ

一座建立とは「一つの時間・空間を一体となって創り上げる」こととされ、「一期一会」と
ともに日本の伝統である能楽や茶会の理想の形を表す言葉とされています。究極の「お・も・
て・な・し」を表現していると言えるかもしれません。この言葉を主催者も参加者も一体とな
って一つの時間・空間を楽しみながら創り上げて行くことと考えるなら、サタデーピアの活動
の目標とも言えます。
「時間・空間」を「時代や地域」と置き換えてみるとさらに壮大な希望と
なって夢は広がります。私たちの活動と何らかの形で繋がって下さっている皆さんが一体とな
って「優しい気持ちと思いやり」を広げる主体になることができれば、「誰もが住みやすい街」
に近づいて行くことができそうに思います。昨年のサタデーピア 15 周年記念冊子の発行に続い
て、今年は秋に記念イベントを企画しています。まずは出会うことから始めましょう！
様々な活動への皆さまの参加を心からお待ちしています。
サークル活

動

（眞）

認定 NPO 法人サタデーピア主催

納涼！爆笑サタデーピア祭り 2015
【当日のプログラム】

毎年大盛況の「納涼！爆笑サタデーピア祭り 2015」
を下記の日程で開催します。年々パワーアップしてい
る「お笑い大行進」は、マジックや漫才、ダンスコン

★午後４時～ お笑い大行進
（漫才、コント、マジックなど）

トなどで今年も盛り上げます。わなげやヨーヨー釣り
などのお楽しみゲームや焼き鳥、ポップコーンなどの
出店もあり、内容盛りだくさん！締めくくりは恒例の
流しそうめん。ぜひ最後まで楽しんでいってください
ね。今年の夏も皆で大いに笑い、楽しみましょう。
多くのご参加をお待ちしています！

★午後４時５０分頃～ 屋台
屋台メニュー
焼き鳥３本：200 円 塩・タレあります
かき氷 200 円
ミニカレー 300 円
ポップコーン 100 円

日時：８月 8 日（土）午後４時～７時頃

他、冷やし野菜など

場所：カフェ

お楽しみゲーム

夢工房 if

楽しいイベント盛りだくさん♪

ヨーヨー釣り・わなげ 各１回 50 円

どなたでも参加いただけます！
申し込みは不要です。
【お問い合わせ】サタデーピア 0749-23-6679
夢工房 if 0749-23-8896

★午後５時半頃～
流しそうめん

無料

「第 17 回 サタデーピア総会」の報告
5 月 28 日（木）第 17 回サタデーピア総会を開催し、
平成 26 年度サタデーピア活動報告・会計報告・平成
27 年度活動計画・予算案及び新役員体制が承認されま
した。最後に 15 周年記念事業や自立支援事業の進展
についても意見を交換しました。サタデーピアの活動
がより多くの方に広まっていくよう、更なる飛躍を目

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。
講座で学んだピアカウンセリングやグループ運営
のスキルを使って、グループピアカウンセリングを実
践しています。ピアカウンセラー、ピアスタッフとし
ての活動を希望される方は、ぜひご参加下さい。
☆今後のピアサポートクラブ予定

標に今回の総会を終えることができました。

日

（新役員体制 2015～2017）

時 8 月 6 日（木）
、9 月 3 日（木）
いずれも午後 2 時～3 時半頃まで

理事長 上ノ山 眞佐子

理事 廣部 哲也

理事

内池 貴美子

理事 渡壁 弘子

場

理事

藤井 美悠紀

理事 諸川 美那（新任）

参加費 無料

理事

川並 正幸

監事 野村 武夫（新任）

※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）

秋の勉強会の予告
昨年の障害者総合支援法、障害者差別解消法に続い

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）

て今秋は「北欧の障害者福祉施策」をテーマに、新監

地域生活支援センターや自立支援事業所などに、

事就任の野村武夫氏を講師に勉強会を予定していま
す。詳細は通信 9 月号に掲載いたします。

所 サタデーピア 2 階グループ室

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

ピアカウンセラー養成講座（通年講座）

ます。関心をお持ちの事業所は、お問い合わせ下さい。

平成 27 年度ピアカウンセラー養成講座を好評開催
中です。第 2 回目まで終了しておりますが、引き続き

♪家族の♪井戸端会議 （毎月第 3 土曜日定例）

参加ご希望の方は所定の申込用紙に必要事項をご記

家族の井戸端会議は当事者のご家族が日頃の思いを

入のうえ、「地域生活支援センターまな」にお申し込

話し合い、支えあう集まりです。
5 月は 4 名の参加でした。今回は個々の状況、諸事

み下さい。申込用紙は「まな」および「サタデーピア」
のホームページからダウンロードできます。
通年講座日程 （毎月、第三木曜に開催予定）

情について話し合い、話題を共有し合いました。当事
者の思いを大切にしながら「無理せず、疲れず、焦ら

時間：午後 1 時半～4 時半

ずに・・」お付き合いを継続、確認しあいました。今

参加費 1 回：当事者・ご家族 1,000 円

回は実習生も仲間入りされました。
（k・o）

関係機関スタッフ 2,000 円
第3回

7 月 16 日（木）

第4回

9 月 17 日（木）

第5回

10 月 15 日（木）

第6回

11 月 19 日（木）

※都合により、日程が変更になる場合があります。

☆今後の♪家族の♪井戸端会議予定
日

時 7 月 18 日(土)、9 月 19 日(土)
（8 月はお盆休みのため、お休みです）
午後 2 時～4 時頃まで

場

所 サタデーピア 2 階グループ室

参加費 200 円

場所：地域生活支援センターまな２階

※準備の都合上、参加希望の方は「工房 夢工房 if」

定員：12 名

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

サマー感謝フェア 土曜イベントのお知らせ
サタデーピアのサマー感謝フェア期間中の毎週土曜日
に下記イベントを開催します。



精神保健福祉情報コーナー

トピック☆

「精神障害者の雇用義務化」に向けて

◇7 月 25 日（土）
「フルートとピアノの音色＆楽しい

現在、労働者数が 50 人以上の民間企業では、障害者

お話し会」時間：14:00～15:00 頃 場所：地域生活支

を 1 名以上雇用することが義務付けられています（障

援センターまな 2 階（カフェ夢工房if隣）

害者の法定雇用率）
。
障害者の雇用人数が法定雇用率に

奏者：磯部裕子さん、徳田直美さん

満たない事業主は納付金を国に支払い、法定雇用率を

参加費：無料

（準備の都合により、できるだけ事前申し込みを）

超えて障害者を雇用している事業主に対しては調整金、

◇8 月 1 日（土）
「100 円均一バザー」時間：11 時半～

報奨金、助成金等の各種支給がなされます。

場所：カフェ夢工房 if 外テント

2018 年（平成 30 年）4 月からは精神障害者の雇用が

◇8 月 8 日（土）
「納涼！爆笑サタデーピア祭り 2015」

義務付けられます。法整備だけでなく、企業が精神障

（関連記事 1 ページ目）

害者の雇用に着実に取り組むことができるよう、様々

「心の健康について学ぶ」研修会の報告
6 月 6 日（土）湖南市立甲西中学校 PTA の総勢 27 名
の方々が人権・同推委員会現地研修としてサタデーピ

な方策や支援を考えていかなければいけません。
障害者雇用に未着手の企業も未だ多い中、一方で障
害者雇用の社会的必要性は大きくなっています。

アにお越しくださいました。
「カフェ夢工房 if」のラ
ンチやデザートにも好評をいただき、心の健康につい
て相互に理解を深めるよい機会となりました。

甘夏ジャムを使用したパウンドケーキ★
サマー感謝フェア開催します！
期間：７月２１日（火）～８月８日（土）
特典①「ランチご注文の方にセットドリンク券プレ

じっくり丁寧に煮込み仕上
げた甘夏ジャム入りのパウ
ンドケーキです(^^♪ほろ苦
い甘夏の香りが口いっぱい

ゼント」
特典②「デザートセットご注文の方にミニクッキー

に広がります♪個数限定で
すので、お早めにどうぞ…

プレゼント」
日頃の感謝を込めて、イベントや特典を多数ご用意
しています♪ご来店、お待ちしています＼(^o^)／
夢工房 if メンバー・スタッフ
６月～８月の期間限定ランチ
期間限定メニューとして
ナポリタンが登場！自家
製玉ねぎを使用した、昔
懐かしいトマトソースの
ナポリタンです★６月～
【トマトソースの
ナポリタン 500 円】

８月までの限定なので、
ぜひご賞味ください(^^)/

【甘夏パウンドケーキ

1 カット 200 円】

夏季休暇のお知らせ
工房は８/１３（木）～８/１６（日）まで
カフェは８/１３（木）～８/１７（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
◇ 7/１1（土）
「ナイトバザール」
時間：17：00～18：00 場所：花しょうぶ通り
◇ 7/18（土）「松竹大歌舞伎」
時間：
（昼の部）12：30（夜の部）16：30
場所：ひこね市文化プラザ グランドホール
◇ ７/18（土）
「ふたば保育園 夏祭り」
時間：11:00～13：30 場所：ふたば保育園

サタデーピア会費納入のお願い
サタデーピアは、皆さまからのご寄附と会費を活動の

みなさんの声を掲載します。

資金としております。設立 15 周年を迎え「広げよう
優しい気持ちと思いやり」をモットーにさらに前進す
るサタデーピアをどうぞご支援ください。
皆さま、ご協力をお願いします！
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

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、

5 月から 6 月にかけて木曜日と金曜日に実習
させていただきました。今回の実習で、私は精
神保健福祉士を目指す立場として自分につい
てさまざまな角度から知ることができました。
学校の授業だけでは『精神障害』をひとくくり
に考えてしまいがちでしたが、個人として見る
ことの大切さも学びました。また、利用者の方
とたくさんの大切な時間を過ごすことができ
ました。たくさん迷惑をお掛けすることもあり
ましたが、職員の方々・利用者の方々には本当
に優しくしていただきました。
ありがとうございました。 （実習生 新庄）

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。
編集後記
☆ 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。

今年も「暑い」季節がやってまいりましたが、
私の仕事ぶりは、相変わらず「クール」です。
仕事内容も「厚み」を増すように、日々努力して
おります。
今年も毎年恒例のサマー感謝フェアが行われま

認定 NPO 法人への寄付には税制上の優遇措置があります

す。
「夢の工房」も、8 月 8 日の納涼祭で、1 人漫

☆ 寄付をした個人は、確定申告によって一定の限度内

談をするべく日々努力しております。みなさまふ

での所得税法上の寄付金控除が受けられます。

るってご参加ください。
（ 夢の工房 ）

(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。

【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

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

◆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

