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大宇宙で最高の星「地球」
この間「新年おめでとう」とあいさつをしていた、と思ったら早３月です。私の好きな季節です。
この時期はもう雪も降らないし、降っても春の淡雪です。
そして、風はまだまだ冷たいですが、なんといっても日差しが強く感じられ、私の最も好きなところ
です。強い日差しが「前へ進みなさいよ」と後押ししてくれているように感じ、とてもうれしいのです。
つくし

また梅の花が咲き、フキノトウが頭を出し、土筆も伸びてきます。寒い冬をじっと耐えてきた草木が春
の日を浴び、全力を出して我先にと芽を出します。地球上の万物の豊かさを感じます。
先日の新聞に「３９光年先の恒星の周りに、地球に似た惑星が七個あるのが発見された」との報道が
ありました。はるか遠くに人間が住んでいるのか、と胸が高鳴りましたが専門家は「人間が住むには、
なかなか厳しい環境」とコメントされていました。
やっぱり地球は最高なんですね。今、地球規模で環境破壊が進んでいます。この地球をもっともっと
大切に守っていかなければ核戦争よりも早く地球が滅びます。

（なみ）

認定 NPO 法人サタデーピア

スプリングフェア

サタデーピア presents

「ひこね 笑福亭たま独演会」

期間：3 月 21 日（火）～4 月 8 日（土）
場所：カフェ夢工房 if

9 月 30 日（土）に開催する「落語 de メンタルヘル

内容：期間限定メニュー（詳しくは本紙 3 面「今月
の夢工房 if」のコーナーをご覧下さい）

ス～笑いは心のクスリ！part2～」に先立って、下記
の通り、プレイベントを開催します。笑いを通して、

◇お楽しみ土曜イベント開催！（14 時～15 時半）

免疫力を高め、心の健康への関心を広めたいと考えて

3 月 25 日 「if わくわくワークショップ(羊毛フェルト作り)」

います。通信 5 月号にチラシを同封する予定です。

場 所：カフェ夢工房 if

ぜひお日にちを空けてお待ちください。

参加費：ストラップ・髪留め仕上げ
ネックレス仕上げ

200 円

600 円

4 月 1 日 「フルートとピアノの音色＆楽しいお話し会」
（お子様～小学生向け）
場

所：地域生活支援センターまな 2 階

参加費：100 円
4 月 8 日 「春の爆笑！サタデーピア祭り」

日時：7 月 9 日（日）
14：00～16：00 頃（13：30 受付）
場所：ひこね市文化プラザ

メッセホール

内容：落語・豪華(？)賞品が当たるクイズ・
夢工房 if の出張カフェ

など

（落語、漫才、手品、コントなど）

出演：笑福亭たま、桂二葉

場

料金：指定席 前売 2,000 円（特製クッキー付き！）

所：地域生活支援センターまな 2 階

参加費：無料

問い合わせ：サタデーピア

サタデーピア「事業報告会」のご案内
日頃はサタデーピアの活動にご支援・ご協力を賜り、
ありがとうございます。サタデーピアの平成 28 年度の事
業報告会を下記の通り、行います。正・賛助会員の方だ

（毎月第 1 木曜日定例）

けでなく、関心をお持ちの方はどうぞご出席ください。
日時：4 月 27 日（木）14：30～15：30 頃

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グループピアカウンセリ

場所：カフェ夢工房 if

ング実践の場です。県内のピアサポート活動が広が
平成 29 年度

ピアカウンセラー養成講座

りつつある中、サタデーピアのピアサポートクラブ

今年度も地域生活支援センター「まな」との共催で

でも独自のリーフレットを作成し、多くの方にご案

実施します。原則第 3 水曜の開催となります。ピアカ

内できるよう準備をしています。興味・関心のある

ウンセリングに関心をお持ちの当事者・ご家族や関係

皆さんの参加をお待ちしています。

機関スタッフ、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、この機会にぜひもう一度チャレンジしてみ
て下さい。参加希望の方は所定の申込用紙に必要事項
をご記入いただき、下記「まな」までお申込み下さい。

☆今後のピアサポートクラブ予定
日

時

※4 月はお花見の予定です。各自昼食持参して 12 時集合
5 月 11 日（木）※5 月は GW のため第 2 週目
13：30～15：30 頃まで（参加費

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

（原則第 3 水曜に開催）

時間：午後 1 時半～4 時半

3 月 2 日（木）
、4 月 6 日（木）、

場

所

無料）

サタデーピア 2 階グループ室

※参加希望の方はサタデーピアまで(0749-23-6679)
ピアスタッフ派遣事業

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

地域生活支援センターや自立支援事業所などに、

第1回

5 月 17 日（水）

ピアサポーター・ピアカウンセラーを派遣する事業

第2回

6 月 21 日（水）

を行っています。サタデーピアのピアサポート事業

第3回

7 月 19 日（水）

第4回

9 月 20 日（水）

第5回

10 月 18 日（水）

第6回

11 月 15 日（水）

場所：地域生活支援センターまな
定員：10 名

２階

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 2016」
3 月 5 日（日）草津まちづくりセンターに
てピアサポートフォーラムが開催されました。滋賀県
におけるピアサポートネットワークの設立を記念し

（ピアカウンセラー養成講座修了者対象）

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。

☆会員募集中！(原則、サタデーピア会員の方)
＜卓上ゲームサークル＞
活動日…第 1・第 3 火曜日 15：50～16：50
場所：カフェ夢工房 if
＜水彩画サークル＞
活動日…第 2・第 4 水曜日 16：00～17：00
場所：工房

夢工房 if

＜歌・演奏サークル＞

た本会には約 60 名の参加があり、
「ピアサポートみえ」

活動日…第 1・第 3 金曜日 15：50～16：50

の実践報告の後、参加者でネットワーク設立を宣言し、

場所：サタデーピア 2 階 グループ室

ピア活動の情報交換や交流などを行いました。

NEW!ダーツサークルも近々活動が開始されます。
＜サークルに関するお問い合せ：工房

夢工房 if＞

「初笑い！落語家さんと遊ぶ part15」の報告

「皆で考えよう
の報告

1 月 28 日（土）笑ってメンヘル滋賀合同新年会を
地域生活支援センターまなにて開催しました。笑福亭
生喬さん、笑福亭生寿さんの落語に大笑いし、後半の

サタデーピアのこれから」

2 月 23 日（木）、カフェ夢工房 if にて標題の懇話会
を行い、約 35 名の参加がありました。

大喜利（言葉遊び）では、会場からも参加型で和気あ

サタデーピアの活動をスライド写真で振り返るとと

いあいと、とてもにぎやかな初笑いのひとときを皆で

もに、認定 NPO 法人の更新に向けて、賛助会員の入会

楽しみました。

や寄付等のご支援、ご協力をお願いしました。後半は、

「リビングスキルズ研修会

味噌作り体験を

しよう」の報告
2 月 18 日（土）11 名の参加のもと「味噌作り体験」
をしました。以下、参加された方の感想です♪
・食べ物のありがたみが分かった。
（RYU）
・ハンドルを回して味噌の元になる原料を出す作業

今春から販売する if 特製「サブレ」の先行試食会をし
ながら、サタデーピアの事業としてやりたいこと、私
にできること等を話し合い、発表し合いました。
「子ど
も食堂ができないか」、
「不登校の子どもたちへの学習
支援」、
「カフェメニューや工芸品の移動販売」など様々
な意見がありました。

を長めの時間やれて良かった。（福谷）
・麹作りから味噌作りをした事がすごいと思った。
（マジックトッシー）

新作サブレのご紹介

3 月に入ると、なんだか気持ちがホッとしますね。
今年は特に寒い冬で春が待ち遠しく思えました。

スプリングフェアよりサブレが新発売されます。

が、しかし…花粉症の方には辛い時期ですね。さ

味は「プレーン」と「黒糖ジンジャー」の２種類です。

て、夢工房 if では今年も「スプリングフェア」を

黒糖ジンジャーには様々な効用をもつ栄養成分がたっ

開催します。新作サブレに、昨年好評だったチーズ

ぷり含まれています。美容にも良いですよ♡♡♡

in ハンバーグランチも再登場します。ご来店お待

サブレにはお客様のご希望の文字・名前などをスタン

ちしております。

プで入れることができます。（要予約）

メンバー・スタッフ一同

詰め合わせしやすいサイ
スプリングフェア開催

ズとパッケージで

期間：3 月 21 日（火）～4 月 8 日（土）

進物にも最適です。

場所：カフェ

様々な用途にぜひご利用

夢工房 if

内容：「新作！サブレ」登場！！
☆季節限定ランチ

下さい。

3/1（水）～5/31（水）

・チーズ in ハンバーグランチ
・春野菜のクリームパスタ
☆季節のデザート
・朝摘みいちごのクレープ、
パフェ、ムースなど
☆フェア特典
「ランチ注文の方にセットドリンク券プレゼント」
☆こんきくらぶクーポン券
「ランチ注文の方にミニクッキープレゼント」

イベント出店のお知らせ
◇3/20（祝・月）「チャリティーマルシェ in 米原」
場所：マナーヴィレッジウェディング
時間：10：00～16：00

（旧写風館米原）

◇4/8（土）
、5/13（土）「ナイトバザール」
場所：花しょうぶ通り商店街
時間：17：00～18：00

サタデーピア会費納入のお願い
わたしたちと共に活動しませんか？
サタデーピアは、皆さまからのご寄付と会費を活動の
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。

サタデーピアでは、日々ボランティアとして様々な
方がご一緒に活動をしてくださっています。充実し
た事業を継続的に行うために下記の内容でボラン
ティアさんを募集しています。

皆さま、ご協力をお願いします！

日にちや時間等はお気軽にご相談ください♪
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

・カフェの接客
・菓子製造の補助、工芸製品の製作
・パソコン作業

郵便振替口座番号

・清掃作業

００９１０－５－１５９１３０

・イベント、行事等の準備

加入者名：NPO 法人サタデーピア

・利用者の実習等の送迎

など

≪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。
今年の冬は、彦根は 33 年ぶりの記録的大雪に見
☆ 会費は分割での納入も承ります。

舞われました。主要幹線道路は全く動かず、歩

☆ 会費の納入が困難な方には減免制度を設けており

道もモーグル状態でした。雪かきも何回もしま

ます。減免申請は各年度ごとにお願いします。
☆ 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。
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

した。さて、この春もサタデーピアでは「スプ
リングフェア」を開催します。季節限定メニュ
ーや新作サブレも登場します。楽しいイベント
もやります。春の陽気のもと、カフェ夢工房 if
でほっこり一息ついていってください(^^)
（Melody♪）

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。

【連絡先一覧】

☆ 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「心の相談室」
彦根市西今町 1327 番地 2 階

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

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

