
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

3 年間のご愛顧に感謝して、下記の期間中お得なクー

ポン配布や割引セールを行います。ぜひご利用下さい。 

  期 間 11 月 14 日(土)～12 月 20 日(日) 

  営業日 土・日・祝 11：00～16：00 

❶お得なクーポン券配布 

「カフェ夢工房 ifで使える金券（100円分） 

プレゼント（一会計につき 1枚）」 

❷クレープ 50円引き（セール対象商品のみ） 

❸工芸製品の赤札市（売り尽くしセール） 

 

 

2020年 11月号（No.124） 

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 

視野を広げて また一歩！！ 

私の大好きな山登りも、この４月からは自粛続きです。県外はもちろん１泊予定の「日本百名山 白

山」も中止。仕方のない事ですが少しさみしい日々です。 

さて、「NPO法人サタデーピア」ではただ今「秋の収穫祭フェア」を開催しています。「カフェ夢工房

if」にて支援くださる方々から頂いた新鮮な野菜や栗，柿などを使ったランチやデザートをご用意して

います。多賀産「きぬひかり」と「ミルキークイーン」のブレンド米ご飯もぜひご賞味下さい。 

フェアに続き、四番町スクエア「クレープ茶房＆雑貨 if 」においても「閉店ガラガラありがとうセ

ール」を行います。3 年間お世話になりました。観光に来られたお客様、一期一会のお出会いだったか

もしれませんが、たくさんクレープを買って下さいました。感謝を込めてのセールです。 

通販「ミンネ」ではこちらも全国津々浦々、北は北海道から南は沖縄まで、刺し子やこぎん刺し、花

ふきんなどの手芸製品を買って頂いています。リピーターさんも居て下さるようです。 

あれこれ自粛で気持ちも内にこもりがちの日々ですが、「サタデーピア」を応援してくださる方、関

心を持っていてくださる方たちが広くたくさんいて下さる事をしっかり心に止め、さらに視野を広げて

一歩前進につなげていきたいと思います。昨年の NPO 法人設立 20周年に続いて来年は「夢工房 if20周

年」を迎え、楽しいイベントを企画しているところです。皆さまと一緒に楽しみたいと思います。 

今後ともどうぞよろしくお願い致します。         （貴）            

ご挨拶 

2018 年 3 月にひこね四番町スクエア内にオ

ープンしました「クレープ茶房＆雑貨 if」は、

このたび、3年間の建物賃貸契約期間を満了し、

閉店させていただくことになりました。営業中

はたくさんの方にお越しいただき、本当にあり

がとうございました。茶房を通して新たな地域

の方々との出会いや関係の広がりが生まれ、 

サタデーピアのことを知っていただく機会が

増えました。そして私たちも皆でチャレンジ

し、色々な経験ができた喜びを感じています。 

 この経験を活かして、また更なる飛躍を目指

していきますので、今後とも宜しくお願いいた

します。 

 

11 月 15 日(日) ・29 日(日) 茶房ミニライブ開催！ 

午後 2 時～ クレープ茶房＆雑貨 if 前(菩提樹テラスにて) 

うた×リコーダー×よし笛×コカリナ×ギターのアンサンブル 

参加費：無料              （※雨天中止となります） 



＜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  

〈連絡先：工房 夢工房 if  ☎0749-23-8896〉 

秋の収穫祭フェア好評開催中！ 

 

 サタデーピア恒例の「秋の収穫祭フェア」をカフェ

夢工房 if にて開催しています。季節のランチ＆デザ

ートメニューの販売、ケーキセットの提供、工芸キッ

トの新作追加など盛りだくさんです。水彩画サークル

の作品展示もお見逃しなく。(作品展示 12月頃まで) 

 期間：10 月 27日(火)～11月 14日(土) 

 場所：カフェ夢工房 if 

 営業日：火～土 11：30～16：00 

 特典：「ランチご注文の方に 

セットドリンク券プレゼント」 

＊期間終了後もカフェメニューは引き続き販売します 

 

   野外活動 グランドゴルフを楽しもう！ 

 今年は新型コロナウイルスの影響でお家時間が長

くなっている人も多いと思います。 

 そこで秋の野外活動としてグランドゴルフを計画

しました。グランドゴルフは老若男女問わず、幅広い

年齢で楽しめるスポーツです。初心者の方も安心して

ご参加いただけます。日程の都合上、お早めに申込く

ださい。 

 日時：11月 9日(月) 13：00～15：30頃 

 活動場所：彦根市中老人福祉センター（開出今町） 

 集合場所・時間：カフェ夢工房 if（12：30） 

 参加費：無料 

 持ち物：必要な道具類は貸出します。飲み物や 

タオル等は各自ご持参ください。 

 定員：30人 

※雨天決行です。 

 要申込：11月 4日(水)までに夢工房 ifにご連絡 

ください 

 

   秋彩コンサート＆爆笑サタデーピア祭り 

 前号の通信 9月号(No.123)でお知らせしていた上記

イベントは、事前収録した動画鑑賞の方法での開催を

検討しておりましたが、都合により今秋の開催は見合

わせます。またライブで皆さんと一緒に楽しめること

を心待ちにしています。 

 

 

 

 

 

 

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。ご参加いただく際にはコロナ感染予防のため、

体調チェックや消毒、マスク着用等をお願いします。

また、感染予防対策など会場準備の都合上参加希望の

方は必ず前日までにご連絡下さい。 

☆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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 2020年 11月 4日（水）、12月 2日（水）、 

2021年 1月 13日(水)1月は第二水曜 

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 

※参加希望の方は必ず前日までにサタデーピアまでご

連絡下さい(☎0749-23-6679) 

 

 



 

 

 

  SST（ソーシャルスキルズトレーニング） 

就労移行支援サービスのプログラムとして就労準備

の SSTを毎週実施し、会社訪問や就職面接でのやり取

りや相談の仕方、希望の伝え方・指示の確認・ミスの

報告等、実際の就労場面で役立つスキルの練習をして

います。また、不安や緊張を軽減し、注意力や集中力

の向上を目指して、グループで認知機能リハビリテー

ションにも取り組んでいます。 

  就労準備ミーティング 

外部アドバイザーをお招きし、就労に役立つテーマ

で勉強会を実施しています。（月 2回） 

10月は履歴書の書き方を中心に、アピールポイント

の書き方や求人票の見方を勉強しました。また、就労

するにあたって活用できる社会資源や、特例子会社等

の勉強も行い、知識を増やしています。 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  パソコン講座 

外部講師をお招きし、基本的なパソコンの使い方か

らデータ処理や文書作成、プレゼンテーションの練習

やマクロの組み方など、一人ひとりの希望や習得目標

に沿って実施しています。（週 1回） 

 現在は Excel を使った数式入力や Word の文書作成

などを学んでいます。資格をとって仕事に活かしたい

という目標を立てられている人もいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   オススメ☆クリスマス商品 

クリスマス商品のご紹介です！ 

大切な人へのプレゼントにぴったりです。季節限定  

商品ですので、お早めにお買い求めください＼(^o^)／ 

（カフェ・ミンネにて好評販売中）※ケーキを除く 

☆クリスマスブローチ（全 5 種）……………300円 

☆クリスマスギフト（全 3 種）……………500 円～ 

※オーナメントです。ブローチとクッキー付き☆ 

☆羊毛ボールのネックレス A…………………800 円 

☆羊毛ボールのネックレス B ………………1,000 円 

★（要予約）クリスマスケーキ（18cm）…2,500 円 

★（要予約）クリスマスケーキ（21cm）…3,000 円 

 

 

 

クリスマスブローチ   クリスマスギフト    クリスマスケーキ 

  年末年始休業のお知らせ 

勝手ながら、下記の期間お休みをいただきます。 

宜しくお願いいたします。 

◇ｻﾀﾃﾞｰﾋﾟｱ  12 月 29 日(火) ～ 1 月 4 日(月) 

◇ｶﾌｪ夢工房 if  12 月 26 日(土) ～ 1 月 4 日(月) 

 

肌寒い季節になってきましたが、皆さんいかがお

過ごしでしょうか？ 

年内を区切りに、クレープ茶房＆雑貨 if は閉店さ

せて頂く事になりました。ながらくのご愛顧に感謝

申し上げます。 

今後も夢工房 if は、サービスの充実や商品開発等

より一層力を注いでいきますので、どうぞよろしく

お願い致します。 

カフェでは収穫祭フェアをただいま開催中です。

是非お立ち寄り下さい。     

メンバー・スタッフ一同 

 

 

※就労移行支援とは、施設内の作業や企業等で

の実習等を通して「一般就労」や「障害者雇用」

などの就職を目指して利用する障害福祉サービ

スの一つです。夢工房 ifでは、仕事を長く続け

ていくためにコミュニケーションや認知機能を

トレーニングするプログラムも行っています。

利用について関心のある方は主治医や支援者と

ご相談のうえ、ご連絡下さい。（☎0749-23-8896） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  刺し子のトートバッグ、鋭意製作中！ 

普段使いとしてお使いいただけるよう、刺し子を施

した丈夫でカジュアルなトートバックです。 

（サイズは大・中・小を予定しています) 

新着情報は、ブログや SNS（ツイッター・インス

タ等）で随時お知らせしますので、この機会に是非フ

ォローをお願いします(^^)    このアイコンが 

「サタデーピア」で検索！    目印です！  

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=CnaaAFzU&id=83A2CBEE8A0F3DAC1F91051C63319F124A2F2664&thid=OIP.CnaaAFzUDFhNsxL47_-8UQHaFT&mediaurl=http://earth.publicdomainq.net/201612/17o/publicdomainq-0003866zevltt.png&exph=2752&expw=3840&q=%e4%bb%95%e4%ba%8b%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&simid=608022461316730109&ck=57133EAE489DF19251E7D297F788AFB4&selectedIndex=31&FORM=IRPRST


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。 

◆サタデーピア事務所 

彦根市西今町 1327番地 2階 

TEL 0749-23-6679/FAX 0749-46-3361 

◆障害福祉サービス事業所「カフェ 夢工房 if」 

彦根市西今町 1327番地 1階 

TEL 080-8329-1649 

◆障害福祉サービス事業所「工房 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 

サタデーピアは昨年度設立 20周年を迎えました。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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≫ 

★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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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】 

 

 

 

サタデーピア設立 20周年の記念冊子『よっ！５号』

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、 

夢工房 if までご連絡ください。 

 

  

少しずつ寒くなってきましたが、皆さんどのよ

うに過ごされていますか。 

10月 27日（火）～11月 14日（土）の約３週間

「秋の収穫祭フェア」を開催しています。季節限

定のランチ＆デザートメニューなど、秋にぴった

りの if限定メニューをカフェ夢工房 ifにて販売

中です。ぜひご来店下さい。 

年内で「クレープ茶房＆雑貨 if」は閉店しま

す。11月 14日（土）～12月 20日（日）までセ

ールを実施します。ぜひこの機会に美味しいク

レープやドリンクをお召し上がり下さい。 

（MAS） 
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