
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                              

  

 

 

 

 

 

恒例のスプリングフェアを開催します。ifの美味し

いランチやデザートで春気分を味わってみませんか。 

期 間：3 月 23 日(火）～4 月 10日(土） 

場 所：カフェ夢工房 if 

営業日：火～土 11：30～16：00 

✿季節限定メニュー✿ 

  ・春野菜のクリームパスタ 600円 

  ・朝摘みいちごのクレープ 300円 

  ・いちご＋抹茶のムース  150円 

  ・手作り甘夏ジャムのクレープ 300円 

  ・お花模様のクッキー  100 円～ 

 

フェア特典：「ランチご注文の方に   

セットドリンク券プレゼント」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベントのご案内 

  

 大好評のぬり絵イベントを今年も開催します 

カフェで配布する「ifにゃんぬり絵」をフェア中に完

成して持参された方に「ミニクッキー」または「オリ

ジナルポストカード」をプレゼント(^・^) 

ぬり絵配布期間：3月 13日(土)～4月 10日(土) 

(用紙はカフェ夢工房 ifにてお取り下さい) 

※作品は店内に 4月末頃まで展示させて 

いただきます 

 

＜ご来店のお客様へ＞ 

新型コロナウイルス等の感染防止のため、ご入店の際は

「マスク着用」、「アルコール消毒」などにご協力お願い

します。店内では、各テーブルの距離をとり、飛沫防止

パネルなどを設置しています。ご理解の程宜しくお願い

致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                    

2021 年 3 月号（No.126） 

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 

Zoom に思う 

最近オンライン会議を経験することが多くなった。私は元々ＩＴに弱い人間なので、Zoom(ズーム：インターネット

を使ったオンライン会議ツール)はかなりハードルの高いものだった。それでも知人に操作を尋ねたり、実地に教え

てもらってやっと参加できたときは、緊張もあったが達成感を実感できた。  

Zoom は４回ほど経験したが、会場に出かける時間や交通費も要らず、遠隔地からの参加も容易だし、そのうえ

いろんな機能を活用すればかなりのことが出来るようだ。まさにＩＴ時代の象徴的産物で、今後ますます重宝される

だろう。 

しかし、Zoom は事務的な会議や一方的に伝える手段としては便利だが、自分で視線を動かして会場全体を見

渡したり、自分の発言に対してほかの参加者がどんな反応を示しているのかはわからない。多様な考えを出し合

い、議論を深める必要のある場合は司会者のリーダーシップが要求されるようである。 

オンライン会議は画面に集中する必要があるので長時間の会議は疲れるし、ややもすれば他人任せになる。

やはり、本来は生の声のみならず、表情、身振り、仕草などいわゆる非言語的コミュニケーションを活用して議論を

深め、一致点を見いだすことが望ましいのであって、オンラインによる会議はあくまで代替手段として捉えるべきで

あろう。以上は Zoom 参加４回を経験して感じた感想である。 

（野） 
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＜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〉 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ピアサポーター養成講座開催予告 

2020年度は残念ながらコロナ禍で中止となりまし

たが、2021年度はピアサポーター養成講座と名称も

新たに開催を予定しています。詳細やお問い合せ、

お申し込みは 4月以降となりますが、日程等先にご

案内致します。昨年度お申込みの方には優先して別

途ご案内をお送り致します。 

 

 通年講座（原則第 3水曜開催予定） 

時間：午後 1時半～4時半 

参加費 1回：当事者・ご家族 1,000円 

      関係機関ｽﾀｯﾌ等 2,000円 

第 1回 5 月 26日（水）第 1回は第４水曜 

第 2回 6 月 16日（水） 

第 3回 7 月 21日（水） 

第 4回 9 月 15日（水） 

第 5回 10月 20日（水） 

第 6回 11月 17日（水） 

 

 

 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。2021 年度は障害福祉サービス

の報酬改定でピアサポート加算が新設された年でも

あります。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致しますので、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の 2021 年度事務局

をサタデーピアで担当することになりました。コロナ

禍で制約はありますが、工夫を重ねてフォーラムの開

催や県内のピア活動の交流、普及啓発に尽力できれば

と思います。活動への参加も歓迎致します。 

  

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《水彩画サークルよりお知らせ》 

「地域生活支援センターまな」１階 

プチギャラリーコーナーにて、 

作品展示中♪（3月末まで） 

日 時 4月 7日(水) お花見 

     天候に係わらず、サタデーピア 2階に集合 

5月 12日(水) ＊5月は第 2週目 

 場所：サタデーピア 2階予定 

13:30～15:30頃まで （参加費:無料） 

※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  



サタデーピア事業報告会について 

 毎年開催してきましたサタデーピア本部事業や工

房・カフェ等の 2020年度事業報告会は、コロナウイル

ス等の感染防止の観点から、資料配布のみとさせてい

ただきます。会員の皆さまで資料をご希望の方はお問

合せ下さい。 

 

 

  サタデーピア総会について 

2020 年度の事業、決算報告ならびに 2021 年度の事

業計画・予算案・役員改選等を話し合う定期総会を 5

月 20日（木）に開催予定しています。正会員の皆様に

は別途ご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                           

味噌作りをしました 

2月3日、10日にサポーター林さんのご指導のもと、

味噌作りを行い、今年も丁寧に仕込みました。 

お味噌は、熟成させてからカフェで提供しているお

みそ汁や日替わりランチ、副菜に使用します。 

ぜひ、麹から作った本格的なお味噌をご賞味下さい。 

 

ボランティアさんへの感謝 

 いつもサタデーピアの活動にご協力いただき、あり

がとうございます。コロナ禍で何かと大変な中、例年

と変わらずお野菜を届けてくださったり、工芸製品作

りやカフェで調理等のお手伝いをしてくださるボラン

ティアの皆様に改めて感謝を申し上げます。新たにボ

ランティアを始めてみようという方もいつでも募集し

ています。よろしくお願いいたします。 

  

 

 

   ランチのデザートセットのご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   母の日、父の日のギフトにいかがですか 

 日本の伝統技法である「刺し子」は幅広い年代に好

まれ、親しまれています。夢工房 if ではマット類や巾

着、バッグなど様々な種類の刺し子製品を一つ一つ手

作りしています。プレゼントやギフトにいかがでしょ

うか。   

 

夢工房 if の人気ランチメニューがお弁当に 

テイクアウトランチに乞うご期待！ 

 近日、お持ち帰り用お弁当の販売を始めます。詳し

くはホームページ、インスタグラム、ツイッター等で

お知らせしますので、ぜひご登録ください。 

 （ホームページ  http://satade—pia.net） 

 

 日差しの暖かさに春を感じる季節となりました

が、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

昨年は、新型コロナウイルスのまん延により、様々

なイベントの中止等が余儀なくされ、私たちの活動

の一つである出張販売にも出向く機会が大幅に減り

ました。また、これまでカフェ夢工房 if を会場に開

催していた納涼祭やコンサート、ワークショップ等

のイベントも自粛する中で、顔を合わせて交流する

場、同じ空間で楽しみを共有する場がいかに大切で

あるかに改めて気付きました。 

 まだまだ気を緩められない状況にはありますが、

このような中にあるからこそ、地域の方々との連携

や協働を大事にしていきたいと思っています。 

2021 年度夢工房 if は開所 20 年を迎えます。記

念事業に向けてただいま準備を進めています。スプ

リングフェアもお楽しみいただけると幸いです。 

メンバー・スタッフ一同 

 

 

 

 

 

 

 

 

カフェ夢工房 if では、皆様に if の手作りデザート

をより楽しんで頂けるよう、ランチとドリンクに日替

わりのデザートがついた「デザートセット」(800 円)

を販売し、人気となっています。 

3 月からは毎年好評を頂いて 

いる「春野菜のクリームパスタ」 

が登場。ぜひ日替わりデザート 

と一緒にご賞味下さいませ♪ 

 

 

                   

 

http://satade—pia.net/


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 

サタデーピアが設置・運営する障害福祉サービス事

業所「夢工房 if」が 2021年度に開所 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≫ 

★2021 年度会費の納入をよろしくお願い致します。 

サタデーピア、夢工房 ifで直接納入いただくか、  

同封の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 

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 周年として発行した記念冊子

『よっ！５号』は、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。 

 

  

 朝晩寒い日が続きますが、皆さんどのように

お過ごしですか。 

サタデーピアでは、3月 23日から 4月 10日

までスプリングフェアを開催致します。前回も

幅広い方が参加され、とても評判が良かった

「ifにゃんぬり絵（春バージョン）」を今回の

フェアでも行います。3月 13日から 4月 10日

までカフェにて用紙を配布します。ぬり絵持参

の方にプレゼントも用意していますので、楽し

みにしていてください。 

カフェのランチ特典もご用意していますので、

ぜひご賞味ください。      （MAS） 
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