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第 2 波、第 3 波に備えて
今回の新型コロナウイルスは、またたく間に世界中に広がり、私たちの社会や生活、文化のあらゆる
ところに影響を及ぼしています。まだまだ予断を許さない状況であり、これからの第 2 波、第 3 波も警
戒しなければなりません。
日本赤十字社が作成した「新型コロナウイルスの３つの顔を知ろう！」の中では、このウイルスには
３つの感染症があると言われています。
第 1 に「病気」
、第 2 に「不安」
、第 3 に「差別」です。その中で今回注目したいのは、3 つ目にあげ
た社会や人の中に生まれる「偏見」や「差別」の意識です。特定の人・地域・職業などを排除しようと
する動きは様々な国や地域でおこっています。不安や恐れは、私たちの心の中でふくらみ、気づく力、
聴く力、自分を支える力を弱めてしまうのだそうです。
しかし、今回のウイルスの第 1 波を通して、私たちは色んな知識を得て、手段を得て、学びを得ま
した。第 2 波、第 3 波もきっと乗り越えていけるはずです。批判や差別的言動に同調したり、加担す
ることなく、それぞれの立場に立ち、今こそ「やさしさと思いやり」の心を広げていきたいもので
す。色々なガマンが続きますが、この事態に対応しているすべての方々に敬意を払い、みんなで一つ
になって立ち向かっていきましょう！

おうち時間がもっと楽しくなる！

（メン）

フェア企画 其の 1
「ランチご注文の人に
セットドリンク券プレゼント！」

毎年恒例のサマー感謝フェアですが、今年は新型コ
ロナウイルスの感染防止の観点から、例年通りにイベ
ントを開催することができない状況です。そこでサタ
デーピアでは、今年は趣向を変えて、
「おうち時間がも
っと楽しくなる」をテーマにフェアを開催します。
多くの方に楽しんでいただけるとうれしいです。

フェア企画 其の２
「if にゃん(夢工房 if オリジナルキャラクター)の塗り
絵を塗って持参して下さった方にミニクッキーをプ
レゼント」さらに塗り絵は店内に飾らせていただきま
す。 ※用紙はカフェ夢工房 if に置いています♪
フェア企画 其の３

期
場

間：7 月 21 日(火)～8 月 8 日(土)
所：カフェ 夢工房 if

営業日：火～土 11 時半～16 時
定休日：日・月・祝
内

容：この夏おすすめのランチ＆デザート類の販売
新作クッキーなど続々登場
テイクアウトのサンドイッチも販売

夢工房 if 工芸製品のキットを販売します。自宅で手軽
に羊毛フェルトやこぎん刺しが作れます（分かりやす
い手順書付き）♪詳しくは中面をご覧ください。
フェア企画 其の４
古本市バザーを開催します。掘り出し物があるかも。
カフェにて特設コーナー設置します。

2020 年度ピアカウンセラー養成講座
新型コロナ感染予防対策のため開催を延期してい
ました今年度のピアカウンセラー養成講座を 9 月から
開講致します。月 2 回の開催となります。既にお申込
みの方でほぼ定員に達していますが、前年度より引き
続きご参加の方やぜひ今年度の受講をご希望の方は
お問合せの上、お申込み下さい。申込は「まな」まで。

7 月、8 月も引き続き、休会致します。定例のプログ

申込用紙は「まな」および「サタデーピア」HP からダ

ラムはありませんが、相談などがある方は事前連絡

ウンロードできます。また、今後の情勢によって中止

をいただきますと個別に対応致します。

することもありますことをご了承下さい。その場合に
はお申込みの方に直接連絡致します。
通年講座日程
ピアスタッフ派遣事業

（原則 第 2.4 水曜 開催）

（ピアカウンセラー養成講座修了者対象）

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

9 月 19 日（水）

第2回

9 月 23 日（水）

第3回

10 月 14 日（水）

第4回

10 月 28 日（水）

第5回

11 月 11 日（水）

第6回

11 月 25 日（水）

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

地域生活支援センターや障害福祉サービス事業所
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。

現在、新型コロナウイルス感染防止を考慮して、各サ
ークルごとで活動日や人数などを調整して実施していま
す。参加される場合は事前にお問い合わせください。

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
認定 NPO 法人サタデーピア第 22 回総会の報告
昨今の状況を鑑みて 5 月に予定していた総会は 6 月

場所：カフェ夢工房 if
＜水彩画サークル＞

11 日(木)に日程変更し、カフェ夢工房 if にて開催し

第 2・4 水曜日 16：00～17：00

ました。昨年度の事業及び会計報告と今年度の活動計

場所：工房 夢工房 if 1 階

画と予算案について諮り、質疑などののち、承認され
ました。

＜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

8 月 納涼祭中止のご案内
毎年恒例の「納涼！爆笑サタデーピア祭り」
は、参加者の安心安全を第一に考慮し、今年度は中止
とさせていただきます。毎年開催し、賑やかに楽しめ
ていたことが懐かしく、とても残念ですが、皆様には
ご理解いただきますようお願いいたします。

＜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〉

if オリジナル工芸キットの販売について
夢工房 if オリジナルのかわいい羊毛フェルトの
☆今月は特大ページでお送りします！☆

ブローチやこぎん刺しのしおりなどが自宅で手軽に

新型コロナウイルスの影響により、店内飲食の休

作れます。わかりやすい手順書付き、必要な道具類も

止や営業時間の短縮などお客様には大変ご迷惑と

一式同封しています。趣味の時間がより充実する一助

ご不便をおかけしました。

になれば幸いです。お買い求めはカフェ・茶房にて。

現在は、カフェ夢工房 if は店内飲食を再開し、
徐々

7 月 21 日から販売 価格未定

に以前の様な賑やかさを取り戻しつつあります。
四番町スクエア内にあるクレープ茶房・雑貨 if も営

レジ袋有料化のお知らせ

業を再開し始めました。
今夏のフェアではお家で楽しめるフェア企画を
計画中ですので、皆様のご利用心よりお待ちしてお
ります。

メンバー・スタッフ一同

新作！焼き菓子のお知らせ☆
ただ今カフェ夢工房 if では「ディアマンクッキー」

2020 年 7 月 1 日（水）より全国的にレジ袋の
有料化が始まりました。

や「スノーボールクッキー」などの新製品を販売中！

カフェ夢工房 if 並びにクレープ茶房・雑貨 if で

●ディアマンとは別名ダイヤモンドと呼ばれていて、

はレジ袋をご入用の際は 1 枚３円で販売すること

クッキーの周りについた砂糖がきらきらしていること

になりましたので、マイバックのご持参をお願い致

から名付けられたそうです。

します。

味は抹茶アーモンド・シュガー・ココアアーモンド

(制度の詳細は、経済産業省の HP をご覧下さい)

の 3 種類。
「カフェ夢工房 if」ならびに
「クレープ茶房・雑貨 if」 の営業について

カップサイズ 400 円

ただ今、
「カフェ夢工房 if」では皆様に安心してご
●スノーボールクッキーは、丸く焼いたクッキー生地

利用していただけるよう、席数やテーブル配置、営

に粉砂糖をまぶし、雪の玉に見立てた焼き菓子のこと

業時間を変更しています（閉店時間 16：00）

です。味はいちご・抹茶・シュガーの 3 種類。

「クレープ茶房・雑貨 if」では、感染防止のため

3 個入り 100 円

レジ・カウンターにビニールカーテンを設置してお

カップサイズ 400 円

ります。また、お客様には店内の密集を防ぐ為、テ
イクアウトへのご協力をお願いしています。

●フロランタンは、アーモンドスライスにキャラメ
ルを絡め、生地にのせて焼いた贅沢なお菓子です。

ご理解・ご協力の程、何とぞよろしくお願い致し
ます。

1 本 150 円
他サイズ各種あります

就労移行支援利用者の方が 1 名就職されました
ＳaＴade－Ｐia からの

夢工房 if の就労移行支援の利用者さんが 1 名、5 月

Ｓpecial Ｔhanks Ｐresents

(STP パック)

1 日付で一般企業に就職されました。サタデーピアの

上記の新作クッキーなどが 1 種類ずつ入ったお得な

ピア活動や様々な就労プログラムに参加され、どんど

バラエティパックを期間限定で販売します（カフェ・

ん自信や力をつけてこられました。就職によりさらに

茶房のみ）
。この機会にぜひお買い求めください。

実績を重ね、活躍されることでしょう。私たちも引き
続き、就労の定着に向けてサポートしていきます。

サマーフェア限定
600 円相当→ 感謝価格

500 円

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、

サタデーピアは昨年度設立 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、

梅雨の時期ですが、皆さんいかがお過ごしでし

夢工房 if までご連絡ください。

ょうか？体調を崩されていませんか。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のために

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

８月の納涼祭は中止となってしまいましたが、来
年度の楽しみにとっておきましょう！
今年のサマー感謝フェアでは、「おうち時間が

郵便振替口座番号

もっと楽しくなる」をテーマに企画しています。

００９１０－５－１５９１３０

ぜひ皆さんも楽しんで下さい。新作のクッキーも

加入者名：NPO 法人サタデーピア

ぜひお買い求め下さい。
（MAS）

≪会費納入方法≫
★2020 年度会費の納入を宜しくお願いいたします。
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。
※振込手数料は当方が負担します。
☆ 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

