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個の力
ピョンチャン

先日 平 昌 オリンピックが閉幕しました。帰宅後にテレビで日本人選手の活躍や各国選手の記録を見るの
が毎日の楽しみになっていました。また結果によらずチームメンバーやそれを支えるコーチ、家族などを取
り巻く様々なドラマに胸が熱くなりました。やはり一人ひとりの力が最大限に発揮されるには周囲の理解や
協力、環境が大事だとつくづく感じます。逆にいうと周囲のよいサポートがなければ、強い力を生み出すこ
とは難しいものです。
この 4 月に改正される障害者雇用促進法の中でも「個の力」を生かそうとスローガンが掲げられています。
障害の有無に関わらず個々人が力を伸ばし、発揮できる場を増やしていきたいものです。この春には四番町
スクエア内での新店舗オープン、カフェリニューアルなど私たちとしては大きな変革を図ります。また、来
年迎える設立 20 周年記念冊子『よっ！』の製作準備にも取り掛かり始めています。
今後とも皆様のお力をお貸しください。

3 月 21 日(水・祝)よりひこね四番町スクエア内
に新店舗をオープンいたします。また、カフェも
ランチを一新しリニューアルします。メンバー・
スタッフで試行を重ね、思いを形にすることがで
きました。
新店舗 クレープ茶房＆雑貨

（メン）

カフェ

夢工房 if

カフェのランチプレートが一新。ワンプレートにな
り、手作り副菜付きに（一部メニューを除く）。さら
に、新メニューに日替わりランチ登場。よりパワー
アップ（グレードアップ）したカフェのランチをど

if

うぞお楽しみください。

3/21(水・祝)オープン （木・金・土・日・祝営業）
営業時間：11：00～17：00
クレープ各種、クッキー等の焼き菓子、ハンバー

✿スプリングフェアイベント情報✿

グサンド、コーヒーなどの他、こぎん刺しやアク

スプリングフェア開催につき下記イベントを実施。

セサリーなどの手工芸品も販売いたします。

◇「皆で遊ぼう！卓上ゲーム」

住所：彦根市本町一丁目 906 番地
地図はホームページにてご確認いただけます
（http://www.satade-pia.net）
☆3/21（祝）～25（日）の各日お買い上げの先着
20 名様に「オープン記念クッキー」プレゼント

4 月 14 日（土）14：30～16：30
◇「フルートとピアノの音色＆楽しいお話し会」
4 月 21 日（土）14:00～15:00 頃
◇「爆笑！サタデーピア祭り 2018 春」
4 月 28 日（土）14：00～15：00
各イベントの詳細は本紙 3 ページをご覧ください♪

『あなたの思いを教えて下さい』
～さらなる発展へ、確かな絆を～
今回は昨年発足したピアサポートネット滋賀主催
の初めてのピアサポートフォーラムとなります。ぜひ、
ふるってご参加下さい。

毎月第一水曜日定例
ピアカウンセラー養成講座修了者及び修了を目指

日時：3 月 10 日（土）午後 2 時～4 時半

す方、受講希望の方対象のグループピアカウンセリン

場所：南草津駅直結フェリエ５階大会議室

グです。関心のある皆さんの参加をお待ちしています。

参加費：無料
第一部 県内ピアサポートグループの意見交換

☆今後のピアサポートクラブ予定

第二部 グループ交流

日時 3 月 7 日（水）、4 月 4 日（水）、5 月 2 日（水）

問い合わせ・参加申し込み：サタデーピア他

13：30～15：30 頃まで（参加費 無料）
場所 サタデーピア 2 階グループ室

サタデーピア「事業報告会」のご案内
サタデーピアの平成 29 年度の事業報告会を下記の

※準備の都合上、参加希望の方は前日までにサタデー
ピアまでご連絡下さい(☎0749-23-6679)

通り行います。皆様どうぞご出席ください。
日時：4 月 26 日（木）14:30～15:30
場所：サタデーピア カフェ夢工房 if

ピアカウンセラー養成講座
2 月をもちまして、草津市ふくふくセンターでのピ
アカンセラー養成講座を終了致しました。

平成 30 年度 ピアカウンセラー養成講座
今年度も地域生活支援センター「まな」との共催で
実施します。ピアカウンセリングに関心をお持ちの当
事者・ご家族や関係機関スタッフ、これまで受講され、
修了されていない方も引き続き受講していただけま
す。申込は「まな」まで。申込用紙は「まな」および
「サタデーピア」HP 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
参加費 1 回：当事者・ご家族
関係機関スタッフ

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。
（サタデーピア TEL0749-23-6679）

1,000 円
2,000 円

第1回

5 月 16 日（水）

第2回

6 月 20 日（水）

☆参加者募集中！(原則、サタデーピア会員の方)
＜卓上ゲームサークル＞
第 1・3・5 火曜日 15：50～16：50 場所：カフェ夢工房 if

第3回

7 月 18 日（水）

第4回

9 月 19 日（水）

第5回

10 月 17 日（水）

第6回

11 月 21 日（水）

＜水彩画サークル＞
第 2・4 水曜日 16：00～17：00 場所：工房 夢工房 if 1 階

＜歌・演奏サークル＞
第 1・3 金曜日 15：50～16：50 場所：サタデーピア 2 階

＜ダーツサークル＞

場所：地域生活支援センターまな ２階
定員：10 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

第 1・3・5 水曜日 16：00～17：00 場所：工房 夢工房 if 2 階

〈サークルに関するお問い合せ：工房 夢工房 if 〉

認定 NPO 法人サタデーピア主催

ひこね

笑福亭たま

独演会

昨年好評いただいた笑福亭たま独演会を今年も開
催いたします。笑いを通して免疫力を高め、心の健

◇4/14（土）「皆で遊ぼう！卓上ゲーム」
14：30～16：30 場所：カフェ夢工房 if
将棋やオセロ、カロムなど 参加費：無料

康への関心を広めたいと考えています。ご家族・友

「フルートとピアノの音色＆楽しいお話し会」
◇4/21（土）

人などお誘い合わせの上ふるってご参加ください。

14:00～15:00 頃 場所：地域生活支援センターまな

チケットは 3 月 15 日(木)より販売開始です！

フルート演奏や絵本の読みきかせ 参加費：100 円
◇4/28（土）「爆笑！サタデーピア祭り 2018 春」

日時：6 月 2 日（土）

14：00～15：00 場所：地域生活支援センターまな

午後 2 時開演（午後 1 時開場）

マジック、コント、漫才等のお笑い 参加費：無料

場所：ひこね市文化プラザ メッセホール

皆様お誘いあわせのうえ、ぜひお越しください♪

内容：落語・メンタルヘルスクイズ・

尚、各イベントの事前申込にご協力ください。

夢工房 if の出張カフェ

など

（サタデーピア夢工房 if TEL0749-23-8896）

出演：笑福亭たま、露の瑞
料金：
（全席自由）前売 2,000 円（当日 2,500 円）
特製サブレのおみやげ付き！
問い合わせ先：サタデーピア 夢工房 if
☎ 0749-23-8896

「新春 呈茶と落語の会」の報告
1 月 20 日（土）地域生活支援センターまなにて
「新春 呈茶と落語の会」を開催し、総勢 35 名の
参加がありました。

味噌作り体験を行いました☆
2 月 17 日（土）
、リビングスキル研修会「味噌作
まだまだ寒い日が続きますが、季節の暦としては

り体験」を行いました。大豆をすり潰して麹と混

段々と春に近づきつつあります。日差しの暖かさも

ぜ、さらにすり潰して味噌を仕込みました。

時折感じられ、ほっとした気持ちになります♪

とても体力がいる作業でしたが、皆で最後まで頑

さて、夢工房 if ではスプリングフェアよりランチ

張りました!(^^)!

自家製のお味噌はカフェのラ

リニューアルの実施と四番町スクエアに新店舗「茶

ンチでお召し上がりいただけます。ぜひご賞味く

房雑貨 if」をオープンいたします！メンバー・スタ

ださい。

ッフで試行を重ねてきました。
ぜひ一度ご来店ください＼(^o^)／
メンバー・スタッフ一同
✿スプリングフェアのご案内✿

インスタグラム開設！
この度サタデーピアではより多くの方に情報を届
けるためにインスタグラムを始めます。夢工房 if の菓
子・工芸製品やランチメニューなどをはじめ、イベン

期間：3 月 27 日（火）～4 月 28 日（土）

ト情報も随時アップしていきたいと思います！近日

場所：カフェ夢工房 if

開設予定ですので、ぜひ検索してみてください。

内容：ランチメニューリニューアル！
☆春のおすすめスイーツ☆
・朝摘みいちごクレープ

イベント出店のお知らせ
◇3/27(火)「心に愛を手と手でつなぐ響演」

・朝摘みいちごパフェ

場所：ひこね市文化プラザ エコーホール

・いちごのムースなど

時間：13:00～15:00

☆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！」

◇4/14(土)「ナイトバザール」
場所：ひこね花しょうぶ通り
時間：17:00～18:00

サタデーピア会費納入のお願い
サタデーピアは、この 4 月で設立 19 周年を迎えま

わたしたちと共に活動しませんか？

す。
「広げよう優しい気持ちと思いやり」をモットーに
活動を続けるサタデーピアをどうぞご支援ください。
ご寄付や賛助会員のお申し込みは随時受け付けてお

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一緒に活動

ります。
皆さま、ご協力をお願いします！

して下さるボランティアさんを募集しています。
内容や日時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

郵便振替口座番号

サタデーピア「第 20 回総会」のご案内
平成 29 年度の事業報告ならびに 30 年度の事業

００９１０－５－１５９１３０

案・予算を決定する総会を 5 月開催で予定してい

加入者名：NPO 法人サタデーピア

ます。正会員の皆さまには別途ご案内いたします

≪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、

のでご出席いただきますようよろしくお願い致し
ます。

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。
厳しい冬も終わり、ようやく春の気配が出てきま
☆ 会費は分割での納入も承ります。
☆ 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
での所得税法上の寄付金控除が受けられます。

した。春は生まれ変わりの季節。この春サタデーピ
アでも、カフェリニューアルや四番町スクエアでの
新店舗オープンなど、様々な計画を実施します。
皆さんも新年度に向け、何か始めてみようかな、
どう過ごしていこうかな、など考えるのもいいかも
しれませんね。
季節の変わり目、ご無理なく風邪などひかないよう
にしてください。

（sugar）

(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

