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「夢工房 if」開所２０周年を迎えて
一昨年サタデーピアは法人設立２０周年を迎えました。今年度はサタデーピアが運営する障害福祉サービ
ス事業所「夢工房 if」が開所２０周年を迎えます。NPO として地域に開かれた作業所を作ろう、という思いを
出発点として、多くの方のご支援のもとに活動をつづけてきました。私が関わった当時は小泉町（現カフェの
移転前）のアパートの一角に１階は喫茶店、２階は手芸やクッション作りなどの工房があり、通所される利用
者の方は数名の小規模作業所として運営されていました。時が経つにつれ、事業の体系やスタッフの体制、通
所される利用者の方も変化してきましたが、今でも多くの皆様が私たちサタデーピアそして夢工房 if の活動
を支えてくださっています。今一度初心を顧みて、同じ思いで活動する輪をより一層広げていけるよう、今後
も皆で努力していきたいと思っています。
この度、ご縁があり彦根市中央町に新しく店舗を出店することとなりました。工芸製品や雑貨、クッキー等
の焼き菓子を中心に販売し、コーヒー等を飲みながらのサロンや手芸ワークショップも開きたいとオープン
を間近に控えて準備を重ねています。昨今のコロナ禍で難しい面もありますが、状況をはかりながら展開し
ていきたいと考えています。
夢工房 if 開所２０周年を迎えまして、益々のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
（メン）

サタデーピア夢工房 if 20 周年

告知 オリジナルグッズ製作＆販売いたします！
この度、夢工房 if の新店舗＆工房を開所すること

夢工房 if20 周年を記念してオリジナルマグカップ

になりました。刺し子やこぎん刺し等の工芸製品の販

の製作が決定！サタデーピアお馴染みのキャラクタ

売のほか、おいしいクッキー類もお買い求めいただけ

ー「if にゃん」をプリントしたデザインで「カフェ夢

ます。テイクアウトお弁当やクレープの予約も承りま

工房 if」や中央町の新店舗にて販売予定です。また

す。皆様ぜひ楽しみにお待ちください。

カップとお菓子をセットにした特別パックもご用意

店舗名はまだ決ま
っていません(^^)
ネーミング募集中
です♪

します。次号(7 月号)で詳細を発表します。乞うご期
待。

▶イメージです

住所：彦根市中央町 7-39
（りそな銀行の向かい、同駐車場の隣です）
営業日：金・土・日
営業時間：11：00～16：00
電話：090-2702-2981

サタデーピアホームページ(http://satade—pia.net)、
ツイッター、

インスタグラムでも随時

5 月下旬頃にオープンを予定しています。

情報を更新します。ぜひお気に入りのご登録やフォロ

コロナ情勢によっては変更する場合があります。

ー・いいねをお願いします。

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
毎月第一水曜日定例

などに、ピアサポーター・ピアカウンセラーを派遣す

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

る事業を行っています。サタデーピアのピアサポート

す方、受講希望の方対象のグループピアカウンセリン

事業に登録している講座修了者を講座や研修会、サロ

グです。ご参加いただく際にはコロナ感染予防のため、

ン活動のピアスタッフとして派遣します。関心をお持

体調チェックや消毒、マスク着用等をお願いします。

ちの事業所はサタデーピアまでお問い合わせ下さい。

また、感染予防対策など会場準備の都合上参加希望の
ピアサポートネットワーク滋賀

方は必ず前日までにご連絡下さい。

昨年度はコロナ禍で十分活動できませんでしたが
☆今後のピアサポートクラブ予定
日

3 月 13 日（土）アクティ近江八幡において「ピアサポ

時 6 月 2 日、7 月 7 日、8 月 4 日（第一水曜）
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

ートフォーラム 2020」を規模を縮小して開催すること
ができました。それぞれの活動報告や情報交換ととも
に県内のピア活動の普及に向けて今後の事業や活動
について話し合いました。回り持ちで担当してきた
「ピアサポ滋賀」の今年度の事務局は、サタデーピア

連絡下さい(☎0749-23-6679)

で受け持つことになりました。
2021 年度 ピアサポーター養成講座のご案内
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。今年度は
感染予防のため定員を減らしての開催となりま
す。そのため、昨年度お申込みの方や継続受講
の方で定員に達しましたので残念ながら新規募
集はできなくなりました。今年度に継続受講を
希望され、まだお申込みでない方はお問合せ下
さい。
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

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。

＜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

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 1・3・5 水曜日 16：00～17：00

第4回

9 月 15 日（水）

場所：工房 夢工房 if 2 階

第5回

10 月 20 日（水）

第6回

11 月 17 日（水）

場所：サタデーピア 2 階
＜ダーツサークル＞

〈連絡先：工房 夢工房 if

☎0749-23-8896〉

スプリングフェアの報告
サタデーピアでは、3 月 23 日(火)～4 月 10 日

令和 3 年度障害福祉サービス報酬改定について
2021 年 4 月に障害福祉サービス報酬改訂が行われ、

(土)にかけてスプリングフェアを開催しました。

就労継続支援 B 型では、地域住民との協働性が評価さ

カフェにていちごを使った春らしいデザートの販

れる仕組みが新たに設けられました。また、様々な理

売やぬり絵の作品展示等を行い、今回も好評の声を

由で通所利用が困難な利用者の方には、在宅での支援

頂くことができました♪

を可能とし、通所と併用することも認められます。
「働き方」や「働くことの価値観」が多様化してい
る中、一人ひとりの希望に合ったサービス提供を柔軟
に行っていくことが重要です。

▷塗り絵展示の様子

サタデーピア夢工房 if においても、地域の方の
ご協力をいただきながら、利用者の方の幅広い希望

サタデーピア総会
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

や目標にお応えしていければと思います。「就労移
行支援」や「就労継続支援 B 型」の利用をご検討の
方は主治医や相談支援等の担当者にご相談のうえ、
まずは見学にお越しください。

は別途ご案内いたします。

刺し子のトートバック(新作)販売開始！
スプリングフェアではたくさんの方にご来店、ご
利用頂きありがとうございました。昨年のサマー感
謝フェアに引き続き開催した塗り絵展示について
は、前回を上回る応募を頂くことができ、32 枚の色

刺し子のトートバックの新作をカフェにて販売開
始！ちょっとしたお出かけにピッタリの手提げサイズ
です。大・中サイズも今後追加予定です。
▷緑・赤・紺の三色展開（1,600 円）

とりどりの if にゃん作品を展示することが出来まし
クッキー価格改定のお知らせ

た。
カフェ夢工房 if では、マスク着用や手洗いの徹底、

クッキー等に使用する小麦粉や卵などの原材料費が

アルコール消毒・飛沫防止パネルの設置等を行い、

年々高騰しており、やむなくミックスクッキー等の

お客様に安心してご来店頂けるよう努めておりま

一部商品を 6 月から値上げすることに致しました。

す。お客様には、引き続きのご理解とご協力を宜し

クッキーをはじめ全ての商品売上は全額障害福祉サ
ービス事業所利用者の工賃となりますので、お客様に

くお願いいたします。
メンバー・スタッフ一同
米原市新庁舎にて出張販売を行います
5 月 6 日に米原市役所の新庁舎が開庁される事を受
け、3 階市民活動スペース前カウンターにてクッキー
やクレープ、工芸品の出張販売を行うことになりまし

はご理解のうえ、ますますのご利用宜しくお願いいた
します。
今後も皆さまに安心安全で美味しい製品がお届けで
きるよう工夫や努力を続けていきます。
引き続きのご愛顧をどうぞ宜しくお願いします。

た。週１回 12：00～13：00 です。5 月は 20 日
（木）
、24 日（月）の予定です。ぜひお立ち寄りくだ
さい。

場所：米原市米原 1016 番地
米原市新庁舎 3 階市民活動スペース
（米原駅東口より徒歩 2 分）

5 月中はこれまで通りの
お値段でお買い求め頂け
ます。

ご寄付ならびにサタデーピア会費納入のお願い

サタデーピアホームページ、ブログ、

サタデーピアが設置・運営する障害福祉サービス事

インスタグラム、ツイッターのご案内

業所「夢工房 if」は 2021 年度に開所 20 周年を迎えま
した。サタデーピアは今後も「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
【ツイッター】
「サタデーピア」で検索

サタデーピア設立 20 周年として発行した記念冊子

このアイコンが目印です☆→

『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、

5 月になりすっかり暖かくなりましたね。

夢工房 iｆまでご連絡ください。

サタデーピア夢工房 if は今年度開所 20 周年を迎

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いたします。

えて、皆さんにますます喜んで貰いたいと、色ん
な企画を検討しています。
中央町の新店舗オープンに合わせ、新作トート
バッグや新柄花ふきんなどを製作したり、カフェ
夢工房 if ではテイクアウトお弁当を始めるなど、
新しいことにもチャレンジしています。
コロナ禍で第 4 波が来ている状況下ですが、前
向きに皆さんと楽しめることを考え、メンバー・
スタッフ共に頑張っていこうと思います。

サタデーピア、夢工房 if で直接納入いただくか、払

（おにぎり）

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。
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）

【連絡先一覧】
◆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」

☆ 賛助会費も寄付に含まれます。

彦根市小泉町 620 番地 64

☆ 寄付をした法人についても特別損金算入の制度が

TEL 0749-23-8896/FAX 0749-23-2480

あります。

