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リフレッシュして
標高 3026ｍ 乗鞍岳（飛騨高山）頂上。9 月 1 日気温は 8℃。吹く風は強いが青空が広がり気分は
最高です。北アルプスの山々を一望。大パノラマに目をみはる。
「笠が岳」
「槍ヶ岳」
「奥穂高岳」「前
穂高岳」
「焼岳」
「御嶽山」などなど。かつてこの足で登った記憶に思いを馳せ心は感激でした。幸せ
なひとときを味わってきました。
さて今年は「サタデーピア設立 20 周年」の記念の年です。６月にひこね市文化プラザにて「記念イ
ベント」を開催しました。スピーチ・笑い・歌・ダンス・コンサートありと皆の芸達者な姿に驚きで
した。また、
「よっ！５号」も発行できました。読み応えあります。８月の恒例「納涼！爆笑サタデー
ピア祭り」にも多くの方々にお越しいただきにぎわいました。１０月には「落語ｄｅメンタルヘル
ス」
「収穫祭」などまだまだ楽しいイベントを予定しています。さあ気持ちをリフレッシュしたら、記
念の年後半に向けてまた頑張りたいと思います。思いを共にできる方々のご支援で成り立っている
「サタデーピア」である事を自覚し感謝しつつ、充実した活動を目指したいと思います。また一緒に
活動して下さる方を募集しています。今後ともよろしくお願い致します。 （貴）

サタデーピア設立 20 周年記念事業

de

・サタデーピア カフェ夢工房 if
（火～土 11：30～17：00）

第 3 回目となる「落語 de メンタルヘルス」を今年
も開催いたします。今回はサタデーピア 20 周年記念

・クレープ茶房＆雑貨 if
（土、日、祝 11：00～16：00）

事業として心温まるスペシャルな落語をお楽しみい

・チケットぴあ（P コード４９５－５６５）

ただきます。お馴染みの生喬師、たま師に加えて米朝

―セブンイレブン、サークル K サンクス

一門から雀喜師にもお越しいただき賑やかにお送り
します。チケットは右記にてお求め頂けます。

・ひこね市文化プラザ チケットセンター
（火～日 9：00～19：00）

皆様お誘いあわせの上、ぜひお越しください。

日時：10 月 13 日（日）
午後 2 時開演（1 時 30 分開場）
※当日 12 時半より座席指定受付開始します。

場所：ひこね市文化プラザ エコーホール
出演：笑福亭生喬、桂雀喜、笑福亭たま、露の瑞
（三味線：豊田公美子）
料金：
（当日座席指定）前売 3,000 円（当日 3,500 円）

当日、12 時半より開演までお過ごしいただける
カフェをロビーにオープンします。ハンバーグサ
ンドとチキンカツサンドの軽食をご用意致しま
す。ご希望の方は前日までにご予約下さい。その
他、クレープ、パウンドケーキ、クッキー、ドリンク類、
工芸品も販売します。

☎0749-23-8896（夢工房 if）

本事業に協賛いただける個人、事業所大募集中！
詳しくはお問い合わせ下さい。

秋の収穫祭フェア イベントのご案内
フェア期間：10 月 23 日（水）～11 月 9 日（土）
※季節限定のカフェメニューやお得な特典情報は本紙 3 ページ
目をご覧ください。

毎月第一水曜日定例

＜イベントのお知らせ＞
「よりどり古本市」
（毎週金・土曜）
日

時：10/25(金)、26(土)、11/1(金)、2(土)、
8 日(金)、9(土) 14：30～16：00

場

より第一水曜
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

所：カフェ夢工房 if

小説やコミックなどの古本バザーを行います。

日

時 10 月 2 日（水）、11 月 6 日（水）、12 月 4 日(水)
13:30～15:30 頃まで（参加費 無料）

あき いろ

「秋彩コンサート」
日

時：10 月 26 日（土）

14：00～15：30 頃

場

所：地域生活支援センターまな

参加費：100 円（ミニクッキー付き）

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)

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。

「昔ながらの卓上ゲームで遊ぼう」

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障害福祉サービス事業所

日

時：11 月 2 日（土） 14：30～16：00 頃

などに、ピアサポーター・ピアカウンセラーを派遣

場

所：カフェ夢工房 if

する事業を行っています。サタデーピアのピアサポ

参加費：無料

ート事業に登録している講座修了者を講座や研修

囲碁、将棋、オセロ、カロムなどの卓上ゲームを気楽

会、サロン活動のピアスタッフとして派遣します。

に楽しみませんか。初めてでも楽しめますよ♪

関心をお持ちの事業所はサタデーピアまでお問い合

※準備の都合上、事前申込をお願いします。

わせ下さい。

「爆笑！サタデーピア祭り」
日

時：11 月 9 日（土） 14：30～15：30 頃

場

所：カフェ 夢工房 if

☆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＞

参加費：無料
漫才、マジック、歌、コントなどのお笑いパフォ

第 1・3・5 火曜日 15：50～16：50

ーマンスを行います。

場所：カフェ夢工房 if

【申込・問合せ】サタデーピア 夢工房 if

TEL 0749-23-8896

2019 年度 ピアカウンセラー養成講座
2019 年度ピアカウンセラー養成講座（通年講座）を
ただいま開催中です。新規の方の申込みは終了してい
ますが、未修了の方で参加ご希望の方は下記「地域生
活支援センターまな」にお申込みください。
TEL 0749-21-2192

FAX 0749-21-2193

【予告】
「ピアサポートフォーラム 2019」
12 月 1 日浜大津にて開催決定！

＜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
☎0749-23-8896〉

サタデーピア納涼祭の報告

夢工房 if で一緒に就労を目指しませんか？
一緒に楽しく働きませんか？

8 月 3 日（土）に恒例の「納涼！爆笑サタデーピ
ア祭り」を開催しました。暑い中たくさんの方にお
越しいただき、お笑いパフォーマンスや屋台、ゲー
ムも大盛況でした。恒例の流しそうめんにも親子連
れやご近所の方などたくさんの方々がご参加くだ
さり、地域交流としても有意義な機会となりまし
た。事前準備や当日運営には、ボランティアさんの
お力を多大にお借りしました。皆様に改めて感謝申
し上げます。ありがとうございました。

サタデーピアが運営している障害福祉サービス
事業所「夢工房 if」では、一般就労を目指して様々
な訓練やプログラムを受けることができる『就労
移行支援』サービスと日中活動の場と位置づけて
作業に取り組む『就労継続支援 B 型』サービスを
提供しています。
カフェや茶房での調理、接客、販売、菓子製造、
手工芸のほか、パソコン技能アップのプログラム
も充実しています。調理師免許やパソコン資格な

就労移行支援利用者の方が 1 名就職されました
夢工房 if の就労移行支援利用者さんが 8 月末
一般企業に就職され、昨年度と合わせて 6 名の就職
実績となりました。毎日真面目にコツコツと努力を
積み重ねてこられた成果です。これからも無理なく
自分のペースで安心して仕事が続けられるようサ

どの取得も目指すことができます。余暇活動とし
てレクレーションやサークル活動もあり、それぞ
れやりがいや楽しみを感じながら取り組んでいま
す。利用の仕方やペースは相談して決めることが
できます。関心のある方は主治医や
支援者とご相談の上、ご連絡下さい。

ポートしていきます。
▷オリジナルキャラクター「if にゃん」

クレープ茶房・雑貨 if(ひこね四番町スクエア内)
サマー感謝フェアでは、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。あいにくの天候不
良で中止となった一部イベントも、下記の「収穫祭
フェア」にて再度計画をしましたので、ぜひ遊びに
いらしてください。また、秋は出張イベントが土日
を中心に盛りだくさんです。販売のお手伝いをして
頂ける方も募集しておりますので、色んな形でご参
加いただけるとありがたく思います。
夢工房 if メンバー・スタッフ一同
秋の収穫祭フェア開催！

9 月の営業日：土・日・祝のみ
営業時間：11：00～16：00
※都合により、臨時休業の場合あり
≪彦根城周辺の主なイベントご案内≫
◆10/19(土)、20(日)「ご当地キャラ博 in 彦根」
◆11/3(日)「城まつりパレード」
イベント参加と合わせて、ぜひ茶房に
お立ち寄り下さい♪
イベント出店のお知らせ
◇１０／５(土)「ウィズフェスティバル」

期間：10 月 23 日（水）～11 月 9 日（土）

場所：彦根市男女共同参画センターウィズ

場所：カフェ 夢工房 if

時間：１０：００～１４：００

内容：秋の味覚を楽しめるランチやデザートの販売

◇１０／６(日)「とりいもと宿場まつり」

フェア特典：

場所：中山道鳥居本宿場街道沿い

「ランチ注文の方にセットドリンク券プレゼント」

時間：１０：００～１５：００

※イベント案内は本紙２ページ目をご覧ください。

◇１０／１９(土)「イイネタマルシェ」
場所：丸松木材(彦根)

▷きのこの和風クリームパスタ
(サラダ、汁物、副菜 2 品付)
600 円

時間：終日

◇１０／２０(日)「多賀ふるさと楽市」
場所：多賀大社前駅前および表参道絵馬通り
時間：１０：００～１５：３０

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、

サタデーピアは今年度設立 20 周年を迎えました。

インスタグラム、ツイッターのご案内

今後も「ひろげよう！優しい気持ちと思いやり」をモ
ットーに地域の精神保健福祉の向上に係るイベント
や研修会、講師派遣等を引き続き行っていきます。
皆様の益々のご支援・ご協力をどうぞ宜しくお願い申
し上げます。

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

サタデーピア設立 20 周年の記念冊子『よっ！５号』

【ツイッター】
「サタデーピア」で検索

を発行しました。様々な方々からのご寄稿やサタデ
ーピア理事、スタッフ、夢工房 if 利用者等のメッセ
ージがたくさん詰まっています。
ご希望の方はサタデーピア、
ようやく秋になりました。皆さん楽しい夏の思

夢工房 if までご連絡ください。

い出は作れたでしょうか？8 月 3 日（土）に開催し
た「納涼！爆笑サタデーピア祭り」の方も楽しんで
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

頂けたなら幸いです。ご協力頂いた関係者の皆様
ありがとうございました。
サタデーピアではこの秋も楽しいイベントを企

郵便振替口座番号

画しています。10 月 13 日（日）には「落語 de メ

００９１０－５－１５９１３０

ンタルヘルス」を開催します。チケット絶賛発売中

加入者名：NPO 法人サタデーピア

なのでぜひお買い求め下さい。10 月 23 日（水）か

≪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、

らは「秋の収穫祭」も実施いたします。こちらもお
楽しみに♪

（S.O）

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。

【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）

☆ 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。

TEL 080-8329-1649
◆障害福祉サービス事業所「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

