
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                              

  

 

 

 

 

ランチお弁当の準備中 

 ただいまカフェ夢工房 if では、「おいしい if のラ

ンチを家でゆっくり食べたい！」という方のニーズに

も応えられるよう、テイクアウトお弁当の検討をして

います。温めができる容器の方がよいか、お店までは

遠くて行けないという方には、配達できないか等あれ

これ話し合いをしています。 

地域のニーズや実情に沿って、必要なサービスを自

分たちで作っていくというサタデーピアの理念を実

現できる事業に取り組んでいく所存です。 

ご意見やご要望など、ぜひお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サタデーピア夢工房 if開所 20周年に向けて 

 サタデーピアが設置運営する障害福祉サービス事業

所「夢工房 if」は来年度(2021 年度)に 20 周年を迎え

ます。企画や準備を始めていくにあたり、先立って事業

所のご利用者やスタッフでアイデアを出し合いました。 

・カフェでお客様向けのイベントを開催 

・20周年を記念して期間限定の菓子や工芸品を販売 

・爆笑！サタデーピア祭りなどのイベントや講演会、

懇談会などの集いを開催 

・Tシャツやマグカップなどのグッズを製作 

・絵本など if独自の冊子を発行 

・記念動画の制作  など・・・ 

 コロナ禍で、いまだ先行きが見通せない中、難しいこ

ともあるかと思いますが、私たちらしく元気に、明るく

新年度を迎えたいところです。会員の皆様のご意見も、

ぜひお寄せ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                    

2021年 1月号（No.125） 

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 

 ボランティアさん募集  

 刺し子や羊毛フェルトなどの手工芸品のボラン

ティアさんを募集しています。自宅でもできますの

で、興味のある方はお問合せください。 

 夢工房 if（0749-23-8896） 

 

 

 

 

明けましておめでとうございます。彦根は大晦日からの積雪で白銀の新年を迎えました。 

これまで経験したことのない世界的パンデミックの渦中にあることも忘れてしまいそうな美しい朝でし

た。大震災、豪雨災害、大火災‥心を痛めながらもどこか遠い出来事のように感じていたことを思い知

らされたのがコロナ禍でした。世界中の誰もがその脅威にさらされ、終わりの見えない状況は続いてい

ます。日本が国家としてこれまで何を大切にし、何を大切にしてこなかったのかも徐々に明らかになっ

てきています。昨年私たちは茫然と目前の対策に追われる日々を送ることしかできませんでしたが、 

今年はしっかり周囲に目を配り、私たちに何ができるか考えて実行できる一年にしたいものです。 

 

1999年サタデーピアが NPO法人を設立し、その二年後に開所した「夢工房 if」が 2021年 20周年を迎

えます。これからも順風満帆とは行かないかもしれませんが、良かったことも大変だったこともすべて

を受け容れて前を向いて進んでいこうと思います。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

                                        （眞） 



 

   野外活動「グランドゴルフを楽しもう」の報告 

11月 9日（月）彦根市中老人福祉センターにて「グ

ランドゴルフ」を行いました。初心者も経験者も交じ

って和気あいあいとプレイを楽しみ、ホールインワン

に歓声があがるなど盛り上がりました。 

 昨年はコロナ禍の影響で運動不足になりがちでし

たが、無理のない運動で心身ともによいリフレッシュ

になりました。また、競技のルール等も教わり、他者

やチーム同士で配慮するマナーについても学ぶ良い

機会になりました。 

 

 

 

        

   「秋の収穫祭フェア」の報告 

 10月 27日（火）～11月 14日（土）、カフェ夢工房

if にて「秋の収穫祭フェア」を開催いたしました。水

彩画サークルの作品展示やポストカード販売、ケーキ

セットの販売等を行い、ご来店のお客様から「作品が

とっても素敵」、「ケーキセットのミニクレープが美味

しかった」と嬉しいお声をいただきました。 

 ケーキセットは、好評につき、引き続きご注文いた

だけます。ぜひカフェ夢工房 if の美味しいランチと

デザートをご賞味くださいませ♪ 

 

 

   茶房の「閉店ガラガラありがとうセール 

            ＆ミニライブ」の報告 

 11 月 14 日（土）～12 月 20 日（日）にクレープ茶

房＆雑貨 if にて「閉店ガラガラありがとうセール」

を行いました。対象のクレープ 50 円引きや店内工芸

品値引きセールを実施し、多くの方々に来て頂けまし

た。ご来店ありがとうございました。 

また、11月 15日・29日（日）には茶房前のテラス

にてミニライブを行いま

した。両日とも晴天に恵

まれ、爽やかな秋空の下

にギターやよし笛・コカ

リナ・参加者の歌声が響

きました。 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 ピアサポートネットワーク滋賀  

 ピアサポートネットワーク滋賀もコロナ禍の影響

で昨年は十分に活動できませんでしたが、小規模の会

議やネットを通したやりとりを続けています。 

これまで毎年開催してきましたフォーラムについて

今年度は規模を縮小して交流会を開催する予定です。 

詳細が決まりましたら、ピアカン講座修了の皆さまに

は追ってご案内をお送りします。 

 

日 時 1月 13 日（水）1 月は第二水曜 

      2 月 3 日（水）、3 月 3 日（水） 

13:30～15:30頃まで （参加費:無料） 

場 所 地域生活支援センターまな 2階 

※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) 

 

 

毎月第一水曜日定例 

より第一水曜  



＜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〉 

 

 

現在、新型コロナウイルス感染防止を考慮して、各サ

ークルごとで活動内容や人数などを調整して実施してい

ます。見学ご希望の方は前日までにお知らせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

   夢工房 if 事業所ご来訪のお客様へ 

 ただいま夢工房 if では、新型コロナウイルス等の対

策として、下記内容を実施しております。ご来訪の  

皆様には、ご理解とご協力をお願い致します。 

   

 

 

 

 

 

 

温かいご寄付ありがとうございました 

◇「国際ソロプチミスト彦根」様より 

 11月、国際ソロプチミスト彦根様より就労継続支援

B 型の利用者の方への支援として一人あたり 2,000 円

のご寄付をいただき、各利用者の皆様にお配りさせて

いただきました。ありがとうございました。 

様々な形のご支援に感謝して今後も共に支え合い、 

この困難な状況を乗り切っていきたいと思います。 

 

◇刺し子糸のご寄付 

 11月、地域の方から刺し子糸のご寄付をいただきま

した。夢工房 ifの刺し子製品の製作や新商品開発など

に活用させていただきます。本当にありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 

 花ふきん、ニューフェイスのご紹介☆ 

ころんとしたフォルムが愛らしい「パンダと笹」が

新登場！可愛い柄で、台所仕事が楽しくなるかも？！ 

カフェ夢工房 if や通販サイト「ミンネ」にて販売を

予定しています。ぜひチェックしてみてください。 

ツイッター、インスタでも情報を発信していますので、

フォローをお願いします☆(^^♪ 

※「花ふきん」…嫁ぐ娘に婚家での生活を 

思いやる気持ちを込めて持たせていた 

という風習があったそうです。 

 

  ミンネページのご紹介♪ 

通販サイト「minne ミンネ」にて夢工房 if オリジナ

ル工芸製品を販売中です♪おうち時間を利用して、 

ぜひ一度のぞいてみてください（*^_^*） 

サタデーピアのホームページからも通販ページに 

アクセスすることができます。 

【サタデーピア HP】 

http://www.satade-pia.net 

【minne ミンネ HP】 

https://minne.com 

 

・マスクの着用をお願いします 

・アルコール消毒をお願いします 

・検温にご協力をお願いします 

 

 新年明けましておめでとうございます。昨年はコロ

ナ禍の影響で大変なこともありましたが、夢工房 if

ではランチテイクアウトの実施や新しい商品開発な

ど色んな工夫を重ねることができた一年でした。 

 今後は、新しい生活様式に則って、引き続きお客様

に安心して利用していただけるようカフェ営業や事

業所運営に努めてまいります。 

2021 年もどうぞよろしくお願い致します。 

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 

http://www.satade-pia.net/
https://minne.com/


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 

 

  

ご寄付ならびにサタデーピア会費納入のお願い 

サタデーピアは昨年度設立 20周年を迎えました。 

2021 年度は障害福祉サービス事業所「夢工房 if」の

開所 20 周年を迎えます。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。 

 

 

 

 

 

 

 

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年度会費の納入をよろ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。 

☆ 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 

このアイコンが目印です☆→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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。 

 

  

2021年、丑年が始まりました。 

世界的パンデミックの中、サタデーピアは 1

月 5 日から通常通り行っていますが、昨年に引

き続き、部屋の換気やアルコール消毒、手洗い

や検温をする日々が続いています。 

 特に東京など都市部を中心に感染者が増える

中、彦根はまだ急増をしのいでいます。ですが、

嵐の前の静けさのようで少し怖いですね。 

 こんなのはモーいや、と言いたくもなります

が、皆で気を付けましょう。 

コロナ禍が治まることを切に願います。 

（エビ君） 
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