
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

         

 

 

 

 

 6月 22日（土）ひこね市文化プラザメッセホールに

て、法人設立 20 周年記念イベントを開催します。サ

タデーピア 20 年の活動に関わってくださった多くの

当事者、家族、関係機関の方々や一般市民の皆様と共

に楽しく希望に満ちたイベントにしたいと考えてお

ります。お誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11：30 私たちの話をしよう！ 

     サークル体験コーナー（ダーツ・卓上ゲーム） 

 13：30 爆笑！サタデーピア祭り 

（漫才、コント、手品など） 

 （出演予定） 〇元祖所長・理事長（限定復活ライブ？） 

      〇マジック Tosshi 

  〇マジック K 

      〇メンズ☆サタデーズ 

      〇放課後ティータイム 

      〇ノセ・シンジョー 

      〇if 本☆新喜劇（IFXILE） 

 15：00 フルートコンサート＆みんなで合唱 

 1 日中開催しているコーナーも♪ 

 夢工房 if 出張カフェ（ケーキ類・クレープ・ドリンク等） 

 工芸製品の販売、水彩画サークル作品展示等 

「令和元年」 

2019 年 5 月 1 日「平成」から「令和」へと日本は新しい時代を迎えました。元号が変わるこの大きな

節目の年に、またサタデーピアの設立２０周年という区切りの年に、理事として携わることに身の引き

締まる思いがしています。 

平成の時代を振り返ると、精神保健福祉をとりまく環境も年ごとに変わってきました。平成 7 年精神

保健法が精神保健福祉法に改正され、精神に障害のある人が福祉の対象になり、社会参加の推進がはじ

めてうたわれました。精神障害者保健福祉手帳の創設、地域生活支援センターが制度に位置付けられ、

精神障害のある人のためのグループホームやホームヘルプ等のサービスが定められました。 

そして障害者自立支援法ができ、三障害の福祉サービスが一元化され、自立した生活への支援や就労

支援が行われるようになりました。その後、現行の障害者総合支援法へと目まぐるしく変わっていきま

す。様々な事件や背景をうけ、障害者の人権問題や障害者福祉に取り組む機関や団体も増えてきました。 

私たちサタデーピアとしても様々な立場や分野の方々にご支援をいただきながら、ここまで元気に活

動を続けてきました。時代の波に流されず、これからも私たちらしい活動を続ける中で、みんなが明る

く暮らしやすい街にしていきたいと思っています。              （メン） 

2019年 5月号（No.115） 

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 

サタデーピア設立 20周年記念『よっ！』5号は、 

6月頃発行予定です！サタデーピアの仲間たちの願

い・思いを綴ったメッセージなど満載です。 

上記 20周年イベントでぜひご覧下さい。 

日 時：6月 22日（土） 

    11：30～16：00頃（受付 11：00～） 

場 所：ひこね市文化プラザ メッセホール 

参加費：無 料（ミニクッキーのおみやげ付き） 

問い合わせ：☎0749-23-8896（工房 夢工房 if） 



場所：地域生活支援センターまな ２階 

定員：8名  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 

＜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：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「事業報告会」のご報告 

4月 25日（木）、サタデーピアの平成 30年度事業報

告会をカフェ夢工房 if にて行いました。昨年度、ど

のような成果や課題があったかを振り返るとともに

今後サタデーピアの活動をより地域に広げていくた

めに、イベントの開催やカフェの取り組みなどについ

ても意見交換を行いました。 

 

 認定 NPO 法人サタデーピア第 21 回総会 

平成 30年度の事業報告ならびに 31年度の事業計 

画・予算等を審議する定期総会を 5 月 23 日（木）   

開催いたします。正会員の皆さまには別途ご案内を送

付いたします。 

 

 2019 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。前半は第 4、後半は第 3 の水曜日の開催

となります。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」までお申し込み下さい。 

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 （前半第 4、後半第 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  1,000 円 

関係機関スタッフ 2,000円 

第 1回 5 月 22日（水） 

第 2回 6 月 26日（水） 

第 3回 7 月 24日（水） 

第 4回 9 月 18日（水） 

第 5回 10月 16日（水） 

第 6回 11月 20日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ン

グです。関心のある皆さんの参加をお待ちしています。 

☆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講座や研修会、サロン活動の

ピアスタッフとして派遣します。関心をお持ちの事業

所はサタデーピアまでお問い合わせ下さい。 

 

 

☆参加者募集中！(原則、サタデーピア会員の方)  

 

 

 

 

日 時 5 月 8 日（水） 連休の為 第 2 水曜 

6 月 5 日（水）、7 月 3 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) 

 

 

毎月第一水曜日定例 

より第一水曜  
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   スプリングフェア＆茶房 1 周年フェアのご報告 

 3月 26日（火）～4月 13日（土）までカフェ夢工房

ifにてスプリングフェアを開催しました。また、「クレ

ープ茶房＆雑貨 if」オープン 1周年を記念し、茶房限定

の特典を実施し、連日多くのお客様にご来店頂きまし

た。春のおすすめスイーツや期間限定ランチも大変好

評で、「いちごが新鮮で美味しい」「見た目が可愛い☆」

といった嬉しい声も沢山いただきました♪ 

    水彩画サークル作品展示のご報告 

 3月、滋賀銀行彦根南支店ロビーにて水彩画サーク 

ルの作品を展示していただきました。個性あふれる作

品をたくさんの地域の方々に見ていただける機会とな

りました。サークル会員の感想を一部紹介します。 

「滋賀銀行さんでイラストを展示させて頂いて、とて

も嬉しかったです。お話しが来た時は、何を描こうか

わくわくしていました♪とても有り難いと心から思い

ました！またご縁がありましたらよろしくお願いしま

す。(S.S)」 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   ♪刺繍製品のご紹介♪ 

 可愛い刺繍製品のご紹介です。花柄や猫模様など種 

類も豊富に取り揃えています。色鮮やかな刺繍糸を 

使用し、一つ一つ丁寧に縫い上げています。カフェ夢 

工房 if やクレープ茶房・雑貨 if の他、通販サイト 

「minne」にて販売中です。ぜひ一度手に取ってご覧 

ください♪ 

 

 

 

 

 

 

 

       就労定着支援について 

 就労定着支援とは障害のある人が就職後、長く働き

続けられることを目的として提供される障害福祉サ

ービスです。2018年 4月から施行されています。職場

での困難や問題を解決するための指導・助言、また安

定した日常生活を送るための支援などを行います。 

 

これまでも夢工房 if では就労移行支援事業として

利用者の就職後も定着のための支援を行ってきました

が、今春より就労定着支援事業の指定を受けることが

できましたので、今後は本制度利用により就職後半年

後から最大 3年間サービスを利用していただけるよう

になりました。 

 

 

 

  クレープ茶房・雑貨 if プチリニューアル☆ 

茶房で販売中のクレープをプチリニューアル！包み

紙を一新し、よりおしゃれさがアップしました☆ 

可愛い見た目でインスタ映え間違いなし！☆この機会

にぜひクレ―プ茶房・雑貨 if へご来店ください。 

≪おすすめクレープご紹介♪≫ 

〇春の季節限定 朝摘みいちごのクレープ･･･400 円 

  新鮮ないちごをふんだんに使っています 

〇チーズケーキクレープ･･･400 円 

  甘さを控えたチーズケーキはホイップと相性抜群 

〇バナナチョコ･･･300 円 

 お子様から大人の方まで 

大人気の定番クレープ！ 

   イベント出店のお知らせ 

◇5/11（土）「ナイトバザール」 

場所：花しょうぶ通り 時間：17:00～18:00 

◇5/25（土）「第 10 回彦根市立病院ふれあいまつり」 

 場所：彦根市立病院 時間：10:00～15:00 

◇6/8（土）、6/9（日） 

「2019 アートフェスタ勝負市」 

 場所：花しょうぶ通り一帯 時間：終日 

 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。茶房も 1 周年を迎える事ができ、フェア期間中も

多くのお客様が足を運んで下さいました。１周年記念

としてお買い上げのお客様にミニクッキーをお渡し

し、if の商品を新たに多くの方に知って頂く機会とな

りました。今後ともみなさまに喜んでいただけるお店

作りを目指し頑張っていきますので、よろしくお願い

いたします(*^^*) 

         夢工房 if メンバー・スタッフ一同   

 

 

 

 

夢工房 if メンバー・スタッフ一同 
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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 

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 

◆「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 

  

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設立 20周年を迎え、 

「ひろげよう優しい気持ちと思いやり」をモットーに

元気に活動を続けています。今後もますます地域の精

神保健福祉の向上に係るイベントや研修会、講師派遣

等を行います。皆様の引き続きのご支援・ご協力をど

うぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

≪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。 

※申し訳ありませんが振込みには手数料が必要です。 

☆ 会費は分割での納入も可能です。 

☆ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サタデーピアホームページ、ブログ、 

インスタグラム、ツイッターのご案内 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先一覧】 

 

 

 

ご支援いただける方はサタデーピアまで

いつでもご連絡ください 

 

 

 長期となった今年のゴールデンウィークでした

が、皆さんリフレッシュできましたか？また、長

い休みで体調を崩していませんでしょうか？ 

 いよいよ 6月 22日（土）にはサタデーピア設立

20 周年記念イベントが開催されます。楽しいイベ

ントにする為、みんなで頑張って準備しています。

内容も漫才、コント、手品、フルート演奏、合唱

など盛りだくさんです。おいしいお菓子やドリン

ク、工芸製品などの出張販売も行いますよ。皆さ

んのご来場をお待ちしております。 

（S.O） 

     

  

 

 

 

 

 

 

おもいやりおもい

やり 

 

や

さ

し

い

や

さ

し

い

き

も

ち

き

も

ち

 

ひ

ろ

げ

よ

う

！

ひ

ろ

げ

よ

自立支援事業所「夢工房 if」では、日々の作業を 

お手伝い下さるボランティアを募集しています。 

・カフェでの接客、調理 ・菓子製造 

・手工芸製品の製作 ・清掃業務 ・出張販売 等 
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