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さわやかな風にのって
「いらっしゃいませ！！どうぞ」明るい声がひびきます。ぬくもりのある木のテーブルとイス。ス
テキな棚の上には工芸品がずらりと並び、すべて手作りの店内。3 月 21 日にオープンした四番町スク
エア内「クレープ茶房・雑貨ｉｆ」です。生いちご・いちごソース・小豆・アイスクリームなどなど
バージョンアップした「クレープ」のいろいろがドリンクと一緒に食べられます。「どれにしようか
な？」と迷うほどです。
また西今町「カフェ夢工房ｉｆ」では、3 月 21 日からランチなどをリニューアル。日替わりランチ
や季節の食材を使った副菜つきランチが始まりました。チキンカツ・豚のしょうが焼き・野菜の肉巻
きなどなど。こちらも「どれにしようかな？」と迷います。
あれこれ準備は大変でしたが、どちらのお店も少しずつ慣れてきて笑顔でお迎えできるようになり
ました。さわやかな風にのって、気持ち新たに頑張ります。皆さまぜひいらして下さい。お待ちして
います。
（貴）

認定 NPO 法人サタデーピア主催

ひこね

笑福亭たま

独演会

◆笑福亭たまプロフィール
1998 年笑福亭福笑に入門。2009 年繁昌亭創作賞。

昨年好評いただいた笑福亭たま独演会を今年も開

2015 年国立演芸場花形演芸会金賞。2016 年上方落

催いたします。笑いを通して免疫力を高め、心の健

語若手噺家 GP 優勝、繁昌亭奨励賞受賞。2017 年国

康への関心を広めたいと考えています。

立演芸場花形演芸会大賞。古典、新作、ショート落

ご家族・友人などお誘い合わせの上ふるってご参

語と日々挑戦を続け、爆笑落語の旗手として躍進
中。今年で入門 20 周年を迎える。

加ください。またホールにて軽食・カフェご利用い
ただけますので、ぜひお早めにお越しください。
チケットはただいま下記にて絶賛販売中です。

◆露の瑞プロフィール
2013 年露の都に入門。大阪府生まれ。京都女子大学落語研究会出身。
古典落語の技術も高く、堂々とした高座姿に定評がある。

日時：6 月 2 日（土）
午後 2 時開演（1 時開場）
場所：ひこね市文化プラザ メッセホール

if、クレープ茶房・雑貨 if、ひこね市文化プラザチケット

出演：笑福亭たま、露の瑞

センターにてお買い求めいただけます。

内容：落語・メンタルヘルスクイズ・if の出張カフェ

詳しくはチラシをご覧ください。

料金：
（全席自由）前売 2,000 円（当日 2,500 円）

<問合せ>：サタデーピア 夢工房 if

特製サブレのおみやげ付き！

チケット好評販売中！！チケットぴあ、カフェ夢工房

（☎0749-23-8896）

就労 SST 研修会のご案内
障害者雇用促進法の改正や障害者差別解消法の施
行に伴い、障害者雇用の拡大が期待されています。
この機会に就労準備や就労継続に必要な対人スキル
とともに、ストレス対処やものの見方、考え方の修正

毎月第一水曜日定例

など就労に必要な SST （ソーシャルスキルトレーニ

ピアカウンセラー養成講座修了者及び修了を目指

ング）の基本を学びましょう。就労準備を始めている

す方、受講希望の方対象のグループピアカウンセリン

人や就労継続を目指す人及び就労を支援する関係機

グです。関心のある皆さんの参加をお待ちしています。

関スタッフや雇用スタッフに向けた研修会です。
日時 ７月 14 日（土）午後 2 時～4 時半
場所 地域生活支援センターまな ２階
講師 上ノ山 真佐子（臨床心理士、精神保健福祉士
SST 普及協会認定講師）
サタデーピア ピアスタッフ 他

☆今後のピアサポートクラブ予定
日時 6 月 6 日（水）、7 月 4 日（水）、8 月 1 日（水）
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
※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)

参加費 当事者 1,000 円、関係機関スタッフ 2,000 円
定員

ピアスタッフ派遣事業

16 名

申込 サタデーピア夢工房 if ☎0749-23-8896

（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、

平成 30 年度 ピアカウンセラー養成講座

ピアサポーター・ピアカウンセラーを派遣する事業を

今年度も地域生活支援センター「まな」との共催で

行っています。サタデーピアのピアサポート事業に登

実施します。ピアカウンセリングに関心をお持ちの当

録している講座修了者をピアスタッフとして派遣し

事者・ご家族や関係機関スタッフ、これまで受講され、

ます。関心をお持ちの事業所は、お問い合わせ下さい。

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）

関係機関スタッフ

＜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

時間：午後 1 時半～4 時半
参加費 1 回：当事者・ご家族

☆参加者募集中！(原則、サタデーピア会員の方)

1,000 円
2,000 円

第1回

5 月 16 日（水）

第2回

6 月 20 日（水）

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＞
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 〉

「第 9 回 ピアサポートフォーラム」の報告
3 月 10 日（土）フェリエ南草津にてピアサポートク
ラブも参画しているピアサポートネットワーク滋賀

場所：地域生活支援センターまな ２階

主催で開催されました。各機関の活動報告があり、後

定員：10 名 お申込み：地域生活支援センターまな

半ではグループごとに話し合いを行い、それぞれ交流

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

を深めました。また、仲間同士の繋がりを実感し、ピ

HP：www.center-mana.net

ア活動の輪を広める機会になりました。

事業報告会の報告
4 月 26 日（木）
、サタデーピアの平成 29 年度事業報
「よりどり古本市」

告会をカフェ夢工房 if にて行いました。昨年度、どの

4 月の毎週金曜日午後、小説やコミックなどの古本バ

ような成果や課題があったかを振り返るとともに、今

ザーをカフェにて行いました。
次回開催もお楽しみに。

年度の新たな目標や今後の展望に向けて様々な意見交

「卓上ゲームで遊ぼう！」

換をしました。

4 月 14 日（土）
、カフェにてオセロやカロムなどの卓
上ゲームを楽しみました。親子連れなどのご参加があ
り大いに盛り上がりました。
「フルートとピアノの音色＆楽しいお話し会」
4 月 21 日（土）
、フルートの演奏会を行いました。音
楽や絵本のお話を通して、温かい優しい気持ちを分か
ち合いました。
「春の爆笑!サタデーピア祭り」
4 月 28 日（土）
、サタデーピアのお笑いパフォーマー
らがマジックやコント、歌などの多彩な芸を披露し、
スプリングフェアの最終日を盛大に飾りました。

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
案・予算を決定する総会を 5 月 24 日(木)4 時半～カ
フェにて開催します。正会員の皆さまには別途ご案
内いたしますのでご出席よろしくお願い致します。

『よっ！5 号』の発行に向けて
サタデーピアは来年度設立 20 周年を迎えます。そこ
で、これまでに 4 冊発行した設立記念冊子『よっ！』
の 5 号を発行すべく、5 月より企画構成を始めます。
実行委員として関わって下さる方は下記までご連絡く
ださい。（TEL 夢工房 if 0749-23-8896）
「クレープ茶房・雑貨 if」オープン
彦根四番町スクエア内に新店舗「クレープ茶房・

3 月中旬より開催したスプリングフェアではた

雑貨 if」をオープンしました！ここでしか買えない

くさんの方にご来店いただき、ありがとうございま

数種類のクレープやクッキーの他、可愛い

した。上記の報告にもありますが、土曜イベントで

製品を多数販売しています♪

は地域住民の方々やお子様からご年配の方まで幅

✿手作りクレープメニュー紹介✿

広い参加があり、どのイベントも大盛況で終えるこ

・生イチゴクレープ

とができました(^^)ただいま夏に向けて涼し気な菓

・チーズケーキクレープ

子類を検討中です☆今後の情報もお楽しみに･･･♪

・自家製小豆クレープ など

工芸

夢工房 if メンバー・スタッフ一同

イベント出店のお知らせ
ランチメニューリニューアル！

◇５/1２（土）
「ナイトバザール」
場所：花しょうぶ通り

4 月よりランチメニューが大きくリニューア

◇5/29（火）
「彦根市民生委員児童委員協議会連合

ル！ランチプレートを一新し、ワンプレートに♪

会総会」

更に新メニューに日替わりランチが登場(^^)

時間：12:00～17:00

手作りの副菜も付いて、ランチ ALL600 円！☆
お得なランチ回数券も好評販売中。

時間：17:00～18:00

場所：ひこね市文化プラザエコーホール

◇6/9（土）
「ナイトバザール」
場所：花しょうぶ通り

時間：16:00～17:00

◇6/1０（日）「201８アートフェスタ勝負市」
場所：花しょうぶ通り一帯 時間：10:00～17:00

サタデーピア会費納入及び寄付のお願い
サタデーピアは、今年度で設立 19 周年を迎えまし
た。「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下さい。
また、昨年度はより多くの皆様に夢工房 if の製品を
見ていただけるよう、新たな出先店舗として「クレー
プ茶房・雑貨 if」を開店いたしました。移動や運搬の
手段として車両も不足しています。広報冊子『よっ！』
の製作、イベントや研修会等の開催など様々な事業を

サタデーピアホームページ、ブログに加え、
インスタグラム、ツイッター始めました。
パソコンや携帯からご覧いただけます。ぜひお気に入り
登録、フォローなどお願いします。

【ホームページ】 http://www.satade-pia.net
【ブログ】 http://yumekoubou-if.sblo.jp
【インスタグラム】
「サタデーピア」で検索
【ツイッター】
「サタデーピア」で検索

今年度も計画しています。人的な支援のみならず、資
金面でのご支援も賜りたく、お願い申し上げます。
皆様のご支援をお待ちしております

季節の変わり目で暑い日や寒い日が続いていま
すが、皆さん体調を崩されていませんでしょうか。

賛助会員＆団体も（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

ひこね四番町スクエアに新店舗がオープンし、早 1
ヶ月！ランチメニューもリニューアルして、サタデ
ーピアではますます意欲的にチャレンジしていま
す！失敗を恐れず、前向きな気持ちを持ちながらこ
れからも歩んでいければと思います。
皆さん是非、新店舗やカフェにお越し下さい♪
（Y．K）

≪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。

【連絡先一覧】
◆サタデーピア
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

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）

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
◆「クレープ茶房＆雑貨 if」

☆ 賛助会費も寄付に含まれます。

彦根市本町一丁目 11 番 5-6 号

☆ 寄付をした法人についても特別損金算入の制度が

TEL 090-2702-2981

あります。

