
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サタデーピア精神保健福祉勉強会 

「障害者差別解消法と 

障害者雇用促進法の改正について考えよう」 

一昨年の秋、サタデーピアでは「障害者の権利条約」、

「障害者差別解消法」、「障害者雇用促進法」につい

ての勉強会を行い、条約批准や法制定の意義を皆で学

びました。今年の4月からそれらの法律が一部施行さ

れ、障害を理由とする差別的取扱いの禁止、障害者に

対して合理的配慮を行うこと、などが実施されていま

す。しかしながら、身体・知的・精神のいわゆる三障

害の中で特に精神障害への合理的配慮の不明瞭さや

難しさなど課題も浮かび上がっています。平成30年か

らは精神障害も雇用義務化される動きの中、この機会

にぜひ様々な立場の方にご参加いただき、理解・関心

を深めていければと思います。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自立支援事業所 夢工房 if 

工房２階の改修工事が完了しました 

 
サタデーピアが設置・運営する自立支援事業所「夢

工房 if」２階の改修工事を行いました。自立支援事業

の充実、就労移行支援の促進に向けたプログラム等の

実施や個別相談・ミーティング等の環境整備を目的と

しています。今後も一人一人がよりよいステップアッ

プを目指し、取り組んでいきたいと思います。 
 
 
 

 

 

＜ご寄付のお願い＞ 

日頃は様々な形でご支援・ご協力を賜り有難うございます。重

ねてのお願いで誠に恐縮ですが、上記改修工事や備品購

入につきまして、ご寄付によるご支援をいただけると幸いと存じま

す。皆様の引き続きのご支援をどうぞよろしくお願いいたします。 

（お問い合わせ等は夢工房 if ☎0749-23-8896 まで） 

「田んぼ」 

春を迎え、夏が訪れる前のこの時期、田植えが始まります。田んぼに水が入れられると、もうすぐ夏が来るの

だろうと子供心にワクワクしたのを覚えています。 

 田んぼといえば、田舎や里山をイメージし、人と自然との共生を思い浮べます。日本でも2500年以上前か

ら米作りが行われてきたと言われていますが、環境や人間の技術の進歩とともにその様相も大きく様変わりしてき

ました。そんな変化してきた田んぼの中でも多様な生物が共存しています。カエル、トンボ、オケラ、イナゴ、水鳥

などだけでなく、カメムシやネズミなどもそうです。 

田んぼのありかたを人に置き換えて考えてみると、「異なることを受け入れ、互いの多様性を認める」ということ

ではないでしょうか。 

田んぼを見るとなぜかほっとするのは、ありのままの自分でいること、自分の多様性を認められている気がす

る。何だかそういうことなのかもしれないなとふと思いました。 

                                             （美） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 年 5 月号（No.97） 
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：６月３０日（木） 
午後２時～３時４５分頃 
場所：地域生活支援センターまな 
  （カフェ夢工房 if隣） 
彦根市障害福祉課の方にアドバイザーとして来て

いただけるよう調整しています。 



場所：地域生活支援センターまな ２階 
定員：12名 お申込み：地域生活支援センターまな 

Tel 0749-21-2192 Fax 0749-21-2193 

HP：www.center-mana.net 

 

「ピアサポートフォーラム滋賀 2015」の報告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

認定 NPO 法人サタデーピア 第 18回総会 

5 月 19日（木）午後 4時半から平成 27 年度の事業・

会計報告ならびに 28年度事業案・予算等の審議を行

う総会を開催します。 

 ピアカウンセラー養成講座 

平成 28 年度ピアカウンセラー養成講座を下記の通

り開催します。ピアカウンセリングに関心をお持ちの

方やこれまでサタデーピアの講座を受講され、修了さ

れていない方も引き続き受講していただけますので、

この機会にぜひお申し込み下さい。参加ご希望の方は

所定の申込用紙に必要事項をご記入のうえ、「地域生

活支援センターまな」にお申し込み下さい。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

時間：午後 1時半～4時半 

 （原則第 4水曜に開催） 

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 

第 1回 5月 25 日（水） 

第 2回 6月 22 日（水） 

第 3回 7月 27 日（水） 

第 4回 9月 28 日（水） 

第 5回 10月 26 日（水） 

第 6回 11月 16 日（水）第 3水曜 

 
 
  

 
 

 
 

 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。 

☆

 

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。 

 

 

 ♪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。 

3 月の井戸端会議は新しい方も含め 4 名の参加で地

域の行事や出来事など種々雑談致しました。又、個々

の状況についても意見を出し合い、お互いに問題を共

有し合いました。（k.o） 

☆

 

今後の♪家族の♪井戸端会議予定 

 

 

 

 

日 時 5月 12日（木）、6月 2日（木）、7月 7日（木） 

午後 1時半～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  5月 21日（土）、6月 18日（土）、 

     7月 16日（土）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 

※準備の都合上、参加希望の方は「工房 夢工房 if」 

（23－8896）までご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 3月 6日（日）、草津市まちづくりセン

ターにてピサポートフォーラム滋賀 2015 を開催し

ました。約 80 名の方々にご参加いただき、ピアサ

ポートの必要性や理解の輪を広げることができま

した。県内各地のピアサポーターの方々との情報交

換も行い、とても有意義な時間となりました。今後

のフォーラムは輪番で開催することになり、今年度

は大津の支援センターやすらぎさんが担当される

ことになりました。 

 

 



サタデーピア 事業報告会の報告 

 4 月 21 日（木）に平成 27 年度のサタデーピア事業

報告会を行いました。サタデーピアの活動報告、自立

支援事業所の収支報告、ならびに今後の課題について

話し合いました。新たな年度を迎え、サタデーピアの

さらなる発展をめざし、頑張っていくことを皆で確認

しました。 

 

スプリングフェアイベントの報告 

3月 26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。心に響く演奏と絵本で「温  

かい気持ちになれた」と多くの感想が寄せられました。 

4月 2日（土）「お餅つき＆壁面モニュメントを作ろ

う」ではご近所から通りがかりの人まで続々と参加さ 

れ賑わいました。参加者一人一人の想いが詰まった素

敵なモニュメントが完成しました。 

 

 

 

3 月中旬より開催したスプリングフェアでは、たく

さんの方にご来店いただきありがとうございました。

期間限定で販売した「チーズ in ハンバーグランチ」も

大好評のうちに終了しました。季節限定パスタの「春

野菜のクリームパスタ」は 5 月末まで販売しています

ので、引き続きお楽しみください♪ 

夏のサマーフェア開催に向けて様々なイベントや限

定メニューを企画しています。どうぞお楽しみに！ 

夢工房 if メンバー・スタッフ一同 

 

ランチリニューアル！！ 

 今春よりランチが全 600 円に値段改定し、サービ

スがより充実しました。ご飯は白米か五穀米のどちら

か、お汁物はスープかみそ汁のどちらかからお選びい

ただけるようになりました（一部対象外のメニューあ

り）。みそ汁は麹から手作りしたお味噌を使用しており、

おいしいと好評をいただいています。 

皆様の引き続きのご来店を心よりお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 4月 9 日（土）「春の爆笑サタデーピア祭り」では、

マジック、落語、漫才、ダンス＆歌などのパフォーマ

ンスを行い、盛り上がりました。３つのイベントを通

して 100名超の地域の皆様が参加されました。 

 

 

「改正障害者雇用促進法」が施行されました 

 平成 28年 4月に施行された「改正障害者雇用促進法」

についてポイントをまとめてみました。 

・障害者の範囲の明確化（平成 25年 6月施行） 

・差別禁止、合理的配慮の提供義務および苦情処理、

紛争解決援助（平成 28年 4月施行） 

・法定雇用率の算定基礎に精神障害者を追加（平成 30

年 4月施行） 

 

 

 

ギフトに最適！おすすめ工芸製品♡ 

if のこぎん刺し製品にペンケースが新登場です。 

こぎんの伝統柄が前面に施してあり、生地も丈夫なた

め長くご使用いただけると思います。６月「父の日」

など特別な日のプレゼントにいかがでしょうか。クッ

キーとセットになった「ギフト

セット」も販売します。 

店頭にてぜひご覧ください♪ 

（写真：こぎんのペンケース） 

 

レクレーションを行いました！ 

夢工房 if のメンバー、スタッフらで余暇活動として、

ボウリング、軽スポーツ、カラオケ、散歩などを楽し

みました。気分をリフレッシュし、また明日からの活

力を蓄えました。 

イベント出店のお知らせ 

◇５/28（土）「ふれあいまつり」 

 彦根市立病院 10：30～15：00 

◇6/4（土）「（福）とよさと 15 周年記念行事」 

 ステップあップ２１ 11：00～14：30 

◇6/１1（土）「ナイトバザール」 

 花しょうぶ通り 16：00～17：00 

◇６/12（日）「アートフェスタ勝負市 2016」 

 花しょうぶ通り 10：00～17：00 

春野菜のクリームパスタ 

5 月末まで 

遊びにきてね♪ 



◆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 

 

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。 

    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 
資金としております。設立 17 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  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には減免制度を設けており

ます。減免申請は各年度ごとにお願いしています。 

☆ 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 

告知 サタデーピア主催 

「落語 deメンタルヘルス」のお知らせ 

 
 
 
 
 
 
 

サタデーピアサークル活動 会員募集中！ 

＜卓上ゲームサークル＞ 

第 1、第 3火曜日 15：50～16：50 

将棋、囲碁、オセロなどを楽しんでいます 

＜水彩画サークル＞ 

活動日・・・第 2、第 4水曜日 16：00～17：00 

水彩絵の具でそれぞれ好きなものを自由に描いて

います 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
【連絡先一覧】 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

ゴールデンウィークも終わり、初夏の装いになっ

てきましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょう

か？夢工房 if2 階の改修工事も終わり、ランチメ

ニューもリニューアルされました。6月には「障害

者差別解消法」についての勉強会も開かれます。

進化を止めることなく、皆さんと楽しめるような

場や学びの機会をどんどん発信していきますの

で、楽しみにしていてください。（夢の亭 鶴吉） 

 

 

おもいやり 

 

や
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げ
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日にち：11月 19日（土） 

場所：ひこね市文化プラザ エコーホール 

出演：笑福亭生喬、笑福亭たま、笑福亭生寿 

◇内容や予約方法等、詳細は次号（7 月号）に掲

載します。9 月の販売開始に先がけて 7 月中旬  

から先行販売予定です！よいお席はお早めに。 

http://www.satade-pia.net/�

	5月号①
	5月号②
	5月号③
	5月号④

