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梅雨っていいな？
若芽が芽吹き山の木々が黄緑に染まっていたのもつかの間。今、山々は深緑に変身しています。
梅雨に入り、たっぷりの水と強い日差しを受け草木は大きく成長するのでしょう。
先日ラジオで梅雨に関するアンケート結果を放送していました。その結果によると、食中毒の発生、
ジメジメする、洗濯物が乾かない、かびが発生するなどマイナスなイメージが多くありました。わた
しも、“うっとうしい”
“出歩くとズボンが濡れる”など嫌な感じを持っていました。皆さんはどう思
われますか。しかし、古希にして発想ががらりと変わりました。植物にはしっかりと水が必要なんだ、
という事がわかりました。一雨ごとにぐっと伸びる畑の野菜と草。自然の恵みを実感しています。こ
んなことがなぜ今までわからなかったのか。チコちゃんに「てめえ、ボーっと生きてんじゃねーよ！」
と叱られそう。
（なみ）

「昔ながらの卓上ゲームで遊ぼう！」
7 月 31 日（火）14:30～16:00
場
サタデーピアではサマー感謝フェアとして下記期間中
にイベントを行います。今年の夏のイベントもぜひ、

所：カフェ夢工房 if

参加費：無料

囲碁、将棋、オセロ、カロムなどの誰もがやったこ
とのある卓上ゲームを気楽に楽しみませんか。
※準備の都合上、事前申込をお願いします。

ご一緒に楽しみましょう＼(^o^)／

☀サマー感謝フェア☀

「納涼！爆笑サタデーピア祭り 2018」

期間：7 月 24 日(火)～8 月 4 日(土)

8 月 4 日（土）15:00～18:30 頃

場所：カフェ夢工房 if

場

※季節限定のカフェメニューやお得な特典情報は本紙 3 ペー

★午後 3 時～パフォーマンス

ジ目をご覧下さい。

（マジック、漫才、歌、バルーンアートなど）

＜イベントのお知らせ＞
「フルートとピアノの音色＆楽しいお話し会」

7 月 28 日（土）14:00～15:30 頃
場

所：地域生活支援センターまな

2階

参加費：100 円（ミニクッキー付）※就学前のお子様は無料
フルートとキーボードの生演奏と絵本のお話です。お子
様からご年配の方までどなたでも楽しめます♪
※準備の都合上、事前申込をお願いします。

所：カフェ夢工房 if 一帯

今年は
いつもより早く
始まるよー♪

★午後 4 時頃～屋台
焼き鳥、かき氷、ミニカレー、ポップコーンなど
★お楽しみゲーム(景品あり）ヨーヨー釣り、輪なげ
★午後 5 時 30 分頃～

流しそうめん

無料

※時間はあくまで目安ですので、お時間に余裕をもってお越
しください。※申し込み不要です。
【申込・問合せ】サタデーピア

TEL

夢工房 if

0749-23-8896

就労 SST 研修会のご案内
ソーシャルスキルトレーニング（SST）は、社会生
活に必要な対人コミュニケーションの上達やものの
見方、捉え方の改善を目指す認知行動療法の一つです。
就労準備や就労継続など、就労の様々な場面で必要と

毎月第一水曜日定例

されるスキルの基本を学びます。就労準備を始めてい

ピアカウンセラー養成講座修了者及び修了を目指

る人や就労継続を目指す人及び就労を支援する関係

す方、受講希望の方対象のグループピアカウンセリン

機関スタッフや雇用スタッフに向けた研修会です。

グです。関心のある皆さんの参加をお待ちしています。

日時 ７月 14 日（土）午後 2 時～4 時半

☆今後のピアサポートクラブ予定

場所 地域生活支援センターまな ２階

日時 7 月 4 日（水）、8 月 1 日（水）、9 月 5 日（水）

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
参加費 当事者 1,000 円、関係機関スタッフ 2,000 円

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)

定員 16 名（定員になり次第締め切ります）
申込 サタデーピア夢工房 if ☎0749-23-8896
ピアスタッフ派遣事業
ピアサポートフォーラム

（ピアカウンセラー養成講座修了者対象）

10 回目となる記念のフォーラムを今年は彦根で開

地域生活支援センターや自立支援事業所などに、

催します。日時は 10 月 27 日（土）午後、場所はひこ

ピアサポーター・ピアカウンセラーを派遣する事業を

ね市文化プラザメッセホールです。第 1 回フォーラム

行っています。サタデーピアのピアサポート事業に登

ゲストの前田ケイ先生を講師にお迎えします。詳細は

録している講座修了者をピアスタッフとして派遣し

9 月号にてご案内します。

ます。関心をお持ちの事業所は、お問い合わせ下さい。

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
実施しています。新規申込は終了していますが、未修
了の方で参加ご希望の方は下記「まな」にお問い合せ
下さい。
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

1,000 円
2,000 円

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）

☆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
＜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・5 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：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

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 〉

サタデーピア「第 20 回総会」の報告

5 月 24 日（木）第 20 回サタデーピア総会を開催
し、ランチリニューアルやクレープ茶房の出店など
昨年度の事業や会計の報告があり承認されました。
今年度の活動計画及び予算案ではカフェ厨房の改
修やピアサポート記念事業やサタデーピア 20 周年

『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、6 月より企画会議を始めていま
す。実行委員としてお手伝いくださる方は下記まで
ご連絡ください。（TEL 夢工房 if 0749-23-8896）

に向けた事業が承認されました。また諸川美那監事
の辞任に伴い、那須賢司氏が新監事として承認され
ました。今年度も皆様のますますのご支援、ご協力
を宜しくお願い申し上げます。

ダイトロン助成事業の決定
この度、ダイトロン福祉財団第 17 回障害者福祉助
成の決定通知をいただきました。カフェ夢工房 if 厨
房の改修工事の費用の一部に充てさせていただきます。

「笑福亭たま 独演会」の報告
6 月 2 日(土)ひこね市文化プラザメッセホールにて
落語会を開催しました。露の瑞さん、笑福亭たまさん
の落語のあと、メンタルヘルスクイズを行いました。
精神保健福祉をテーマにした内容に会場から様々な回

地域の拠点としてより一層のサービスに努めるととも
に、今後はテイクアウトの充実や宅配事業に取り組む
べく、現在検討を重ねています。
ご支援に感謝申し上げ、期待に応えていけるよう
スタッフ・メンバー一同精進していきます。

答がなされ、盛り上がりました。名古屋や大阪からの
ご参加もあり、
百名近くが楽しい時間を過ごしました。
黒糖わらびもちが夏季限定で仲間入り♪
毎日暑い日が続いていますが、皆さんいかがお過ご
しでしょうか？冷たい食べ物や飲み物が気持ちのい
い時期ですね。昨年好評いただいた「わらびもち」
や「かき氷」などの涼菓子が好評です。カフェや
茶房でひんやり一休みしてみませんか？
夢工房 if メンバー・スタッフ一同

昨年好評だった「わらびもち」を、今年も販売しま
す。ひんやりした口当たりとなめらかな食感がたま
らない一品です。黒糖やきなこを使用しており、夏
バテ予防にもおすすめですよ！
ぜひこの機会に、ご賞味あれ♪
店内用

1 皿 300 円

お持ち帰り

1 箱 500 円

サマー感謝フェア
期間：7 月 24 日(火)～8 月 4 日(土)
☆おすすめ夏季限定メニュー

言の葉サブレがリニューアル！
ご希望でメッセージが入れられる if の「言の葉サブレ」

・トマトソースのナポリタン・・・６００円

がより大判になり、パッケージも一新。コーヒー、

・黒糖わらびもち・・・３００円

紅茶にぴったり♪贈答用としてもおすすめです。

（お持ち帰り用 500 円）
・手作りシロップのかき氷
・・・１００円～

1 枚 150 円
（メッセージ入 ＋50 円）

夏季休業のお知らせ

(みぞれ、いちご、抹茶、氷金時)

８月 13 日(月)～15 日(水)まで休業をさせて

＋トッピング(アイス／練乳) 各５０円

いただきます。

＜フェア特典＞
「ランチ注文の人に
セットドリンク券プレゼント」

イベント出店のお知らせ
◇7/7（土）
「ナイトバザール」
場所：花しょうぶ通り 時間：17:00～18:00

サタデーピア会費納入及び寄付のお願い

サタデーピアホームページ、ブログに加え、

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。
広報冊子『よっ！5 号』の製作、イベントや研修会
等の開催など様々な事業を今年度も計画しています。
資金面でのご支援をどうぞ引き続きお願い申し上げ
ます。

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

自立支援事業所「夢工房 if」の作業をお手伝いいた
だけるボランティアさんも募集しています。
・カフェでの接客、調理 ・菓子製造
・工芸製品の製作 ・清掃業務 ・出張販売 等
いよいよ夏到来。暑さが苦手という方も多いで
ご支援いただける方はサタデーピアま

しょうが、服装も軽装になり、夏祭りや花火大会

でいつでもご連絡ください

などのイベントもあって、個人的には好きな季節
です。ですが、熱中症にはご用心。自宅など屋内

賛助会員＆団体も（いつでも）募集中

での熱中症も増えているそうです。水分とミネラ

賛助会員

年会費（一口） ３，０００円

ル補給は欠かさずしましょう。if のかき氷で暑さ

賛助団体

年会費（一口）１０，０００円

を吹き飛ばすのもおすすめですよ。

郵便振替口座番号

今年もサマー感謝フェアを開催します。納涼祭

００９１０－５－１５９１３０

では恒例の流しそうめんもあり、盛り上がること

加入者名：NPO 法人サタデーピア

間違いなし！皆さんのお越しをお待ちしています

≪会費納入方法≫

ね♪

（sugar）

★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
TEL 080-8329-1649

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。

◆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」
彦根市本町一丁目 11 番 5-6 号
TEL 090-2702-2981

