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懐かしき風景
NHK で放送されている〔新日本紀行〕をよく見る。都会が取り上げられることもあるが、農村・漁村
などの風景や人々が登場する時が特に好きである。行ったことのない場所、知らない人ばかりなのにな
ぜか懐かしく、親しみを感じる。この番組は人気があるらしいが、同じように感じる人が多いのではと
推測している。おそらく私たち日本人の脳に（遺伝子か？）日本の原風景・・四季折々の美しさの中に
ある里山や田園・・の記憶が埋め込まれているのでは、と勝手に思っている。
かまびす

国際情勢が混沌とする中、日本をどう守っていくかという議論が 喧 しい。さまざまな意見があるだろ
うが、それぞれが美しい自然と、諸外国に誇るべき文化をもつこの国を愛している。方法論は色々ある
だろうが、この国土と文化をこれからの世代に渡すことこそ、今を生きるおとなの務めであると思う。
（宗）

サタデーピア設立 16 周年＆夢工房 if 開所 14 周年記念

サタデーピア

精神保健福祉勉強会

「デンマークの社会と障害者福祉」
サタデーピアではここ数年、国際条約である「障害
者の権利条約」や日本国内法である「障害者総合支援

～夢・希望・新しい一歩をともに～

法」
、
「障害者差別解消法」についての勉強会を重ねて
きました。今回の勉強会では、福祉先進国である北欧

日時：11 月 3 日（火・祝）13:30～16:00

デンマークの障害者福祉の施策や制度を学びます。

場所：ひこね燦ぱれす

日本においても福祉施策や福祉計画策定に当事者

（JR 南彦根駅西口徒歩 8 分）

やご家族が参加することが求められています。日本の

参加費：無料

障害者福祉の課題を知るためにも先進国の理念を学

内容：第 1 部 爆笑！サタデーピア祭り
（漫才、コント if 本新喜劇、IFXILE、ピアレンジャー等）
ていだん

第 2 部 記念鼎談

び、共に考えましょう。
日時：10 月 3 日（土）午後 2 時～3 時 50 分

上ノ山 一寛氏（南彦根クリニック院長）VS

場所：地域生活支援センターまな 2 階

木田 孝太郎氏（湖南病院院長）VS

講師：野村 武夫 氏

☕夢工房 if の出張喫茶もあり

？

乞うご期待‼

10 月に記念特集号通信（特典付き）を発行します。

（京都視覚障害者支援センター理事長。京都 YMCA 学園
理事長。元京都ノートルダム女子大学教授（障害者福祉）
。
認定 NPO 法人サタデーピア監事）

参加費：無料

野外活動（レクレーション）のご案内
過ごしやすい秋を迎え、野外活動を計画しまし
た。今年は自然の中で散策をしたりバーベキュー
などを楽しみたいと思います。
皆様のご参加お待ちしております。
日

時 11 月 16 日（月） 午前 10 時集合

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。

集合場所 カフェ夢工房 if
行 き 先

高取山ふれあい公園（多賀町）

参 加 費

1,200 円（保険代、食材、入園料等）

☆今後のピアサポートクラブ予定
日

時 10 月 1 日（木）
、11 月 5 日（木）
いずれも午後 2 時～3 時半頃まで

※参加ご希望の方は「工房 夢工房 if」までご連
場

絡下さい（☎0749-23-8896）

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）
ピアカウンセラー養成講座（通年講座）
わたる

平成 27 年度ピアカウンセラー養成講座を好評開催

土笛を造って奏でてみよう 講師

中野 亘 氏

中です。第 3 回目まで終了しておりますが、未修了の

第 1 回目 8 月 20 日（木） 土笛造り

方等で参加ご希望の方は所定の申込用紙に必要事項

第 2 回目 10 月 29 日（木）午後 1 時半～3 時半

終了

や よ い し き つち

をご記入のうえ、「地域生活支援センターまな」にお

サタデーピアのピア活動参加の方を中心に弥生式土
ふえ

申し込み下さい。

笛造りを体験しました。素朴な土笛の制作と演奏練習

通年講座日程 （毎月、第三木曜に開催予定）

を通して、それぞれの息遣いを感じること、息を合わ

時間：午後 1 時半～4 時半

せること、音色に耳を傾けて和音を奏でることなどの

参加費 1 回：当事者・ご家族 1,000 円

体験を目指します。

関係機関スタッフ 2,000 円
第4回

9 月 17 日（木）

第5回

10 月 15 日（木）

第6回

11 月 19 日（木）

♪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。
7 月の参加は 3 名でした。if 特製のかき氷をいただ

※都合により、日程が変更になる場合があります。

きながら外の暑さを忘れ、身近な話題でゆっくりと

場所：地域生活支援センターまな２階

した時間を楽しみ、日々の思いを共有し合うことが

定員：12 名

できました。 （貴）

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

☆今後の♪家族の♪井戸端会議予定
ピアスタッフ派遣事業

日

午後 2 時～4 時頃まで

（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。

時 9 月 19 日(土)、10 月 17 日(土)

場

所 サタデーピア 2 階グループ室

参加費 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）

「納涼！爆笑サタデーピア祭り 2015」の報告
8 月 8 日（土）16 時から毎年恒例の「納涼！爆笑サ
タデーピア祭り」を開催し、今年も 100 名を超える来
場者で賑わいました。お笑い大行進では、会場中が爆
笑に包まれ、笑いを通してメンタルヘルスの理解につ
ながりました。また、流しそうめんではご近所の方も
たくさん見え、地域交流としても有意義な機会となり
ました。当日・事前準備には多くのボランティアさん



精神保健福祉情報コーナー

トピック☆

日本の根本規範である憲法の第９条の解釈が
強引に変更され、戦争放棄の理念が危機に立た
されています。終戦後 70 年を迎えたこの夏、日
本が再び戦争ができる国になるのではないかと
不安が広がっています。精神保健に限らず、あ

のお力をいただきました。皆様に改めて感謝申し上げ

らゆる福祉は戦争の対極にあると言えます。戦

ます。

争が始まれば戦闘員だけでなく、多くの人の心

先立って開催しました「夢工房 if サマー感謝フェ

身が傷つけられます。自然や文化が破壊されま

ア」中の 7 月 25 日（土）には地域生活支援センター

す。戦争は人災です。誰かが何とかしてくれる

まなにて
「フルートとピアノの音色＆楽しいお話し会」

だろうと無関心でいることが一番危険です。戦

を開催し、8 月 1 日（土）からはバザーを行いました。

争と平和についてそれぞれの立場でしっかり考

どちらも大変好評をいただきました。
次回の開催もどうぞお楽しみに！
（写真：納涼！爆笑サタデーピア祭りの様子）

え、発信していけるようにならなければと強く
思います。
（眞）

9 月～11 月の期間限定ランチ
昨年も好評をいただきました、きのこソースのハ
サマー感謝フェアではたくさんの方にご来店いた

ンバーグランチときのこの和風クリームパスタ

だき誠にありがとうございました。カフェ夢工房 if

が期間限定ランチとして登場です★旬のきのこ

ではつづいて「秋の収穫祭フェア」を開催します★

をたっぷり使った、風味豊かな一品です！

旬のきのこをふんだんに使ったランチや秋の食材

この機会にぜひお試しください(^o^)

を使った美味しいスイーツなどを期間限定で販売
します(^o^)/また、フェア期間中、様々なイベント
も開催予定です。どうぞお見逃しなく！皆様のご来
店心よりお待ちしています･･･★
夢工房 if メンバー・スタッフ一同
秋の収穫祭のご案内
期間：10 月２７日（火）～11 月１４日（土）まで
場所：カフェ 夢工房 if
内容：期間限定メニュー
☆スイートポテト
☆アップルシナモンのパウンドケーキ
☆甘夏パウンドケーキ など

敬老の日のプレゼントに！
こぎん刺しの巾着、ネームタグ、クッキーが入っ
た if のギフトセットです。一つ一つ丁寧にお作り
しました!(^o^)!様々な色や柄をご用意していま
す♪贈り物にいかがでしょうか？
（セット A2,000 円・B2,500 円）

イベント出店のお知らせ
◇９/12（土）、10/10（土）
「ナイトバザール」
花しょうぶ通り 17:00～18:00
◇１０/3(土)「ウィズフェスティバル 2015」
男女共同参画センターウィズ 10:00～15:30
◇10/10（土）
「人権のまちづくりフェスタ」

彦根 地域みっちゃく生活情報誌

ひこね市文化プラザ 10:00～15:30

『こんきくらぶ』11 月号に掲載予定♪（クーポン付）

◇10/18（日）
「多賀ふるさと楽市」
多賀大社前通り 10:00～15:00

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

地元の T 企業から「大型ビニールシートの折り
畳み」の作業をいただき、
「夢工房 if」の就労移
行支援メンバーが取り組みました。従事したメ
ンバーの声を掲載します。

賛助会員

年会費（一口） ３，０００円

・はじめは難しく感じたけど、だんだんとコツ

賛助団体

年会費（一口）１０，０００円

がつかめてきて、うまくできるようになった。

郵便振替口座番号

・こういう種類の仕事があることを知ることが

００９１０－５－１５９１３０

できた。

加入者名：NPO 法人サタデーピア

・相手様に納品するものなので、責任をもって、

≪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。

丁寧にやらなければいけないと意識した。
・たくさんの数をこなせる力が求められると思
った。

※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。

朝晩は涼しくなり、トンボが見られる季節にな
りました。8 月 8 日には納涼祭が行われ、ボラン
ティアさんの協力により盛大に終わることがで
きました。
10 月 27 日から「秋の収穫祭」
、11 月 3 日には

認定 NPO 法人への寄付には税制上の優遇措置があります

「サタデーピアの記念イベント」が予定されてい

☆ 寄付をした個人は、確定申告によって一定の限度内

ます。お楽しみに。
（にしにゃん）

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。

【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

