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バトン
2019 年サタデーピアは NPO 法人設立 20 周年を終え、2021 年は障害福祉サービス事業所「夢工房 if」が開所
20 年の節目を迎えています。コロナ禍は先行きが見えない状況は続いていますので多くの人に集っていただくイベント
等は実施できませんが、法人会員の皆さまにも、そうでない方々にも何か思い出に残る年にできるようアイデアを出し
合っているところです。
また、今年は筆者が法人理事長となって 20 年の年でもあります。この 20 年は長かったようでもあり、あっという間で
あったようにも思います。おかげさまで多くの仲間や理解者、支援者に恵まれ楽しく活動を続けて来られたことは感謝
以外の何物でもありません。
この記念の年に 5 月の総会をもって理事長を退任し、後継に託すことと致しました。信頼できる次の走者に無事バ
トンを渡すことができたことで正直ほっとしています。とは言え、NPO の活動からも人生からもまだまだフェイドアウトするつ
もりはありません。理事長という上着を脱ぎ棄てて設立当初の理念に立ち返った身近で自由な福祉活動に取り組ん
で行ければと思いを巡らせています。
新体制にも、ますますのご支援よろしくお願いいたします。

認定 NPO 法人サタデーピア

（真）

夢工房 if 中央町店

理事長就任のあいさつ
このたび、6 月 1 日付けで新しくサタデーピア理事
長に就任することになりました廣部哲也です。私は

サタデーピア夢工房 if の新店舗＆工房を 7/9（金）

2013 年より障害福祉サービス事業所「夢工房 if」の

にオープンすることになりました。サタデーピアでは

所長として法人運営の一端を務めさせていただいて

お馴染みの「if にゃん」を看板キャラクターとして、

います。今年度、夢工房 if は開所 20 年の節目を迎え、

if の工芸製品や焼き菓子などの販売・ワークショップ

さらに地域の皆様、利用者の皆様に喜んでいただける

などのイベントも毎月開催します。

よう中央町に新店舗をオープン致します。
今後も会員の皆様、地域の方々とともに精神保健福
祉を基盤とした市民活動の実践を続けていきたいと

ランチお弁当やクレープなどのご予約も承ります。
オープン記念キャンペーンも実施しますので、皆様
ぜひご来店下さい。詳しくは別添チラシをご覧下さい。

思います。甚だ微力ではありますが、一層の責任と役
割を認識して、専心努力していきたいと考えておりま

住所：〒522-0063 彦根市中央町 7-39

すので、どうか変わらぬご支援とご指導をいただけま

営業日：金・土・日

すよう今後ともよろしくお願いいたします。

営業時間：11：00～17：00
電話：090-2702-2981

認定 NPO 法人サタデーピア理事長
廣部哲也

サタデーピア通信発行時期の変更
近年パソコンやスマホが普及し、ホームページや
SNS など情報を得る手段が多様化しています。サタデ
ーピアにおいても電子媒体での広報に力を入れるた
毎月第一水曜日定例

め、『サタデーピア通信』の発行時期を 1 月・4 月・
7 月・10 月の年 4 回に変更します。今後はツイッタ

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

ーやインスタグラム等も活用し、タイムリーな情報

す方、受講希望の方対象のグループピアカウンセリ

がお届けできるよう取り組んでいきます。

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

次回の通信発行は 10 月号となります

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。

《SNS のご案内》
【ホームページ】 http://www.satade-pia.net
【ブログ】 http://yumekoubou-if.sblo.jp

☆今後のピアサポートクラブ予定
日

時 7 月 7 日、8 月 4 日、9 月 1 日（第一水曜）
13:30～15:30 頃まで （参加費:無料）

【インスタグラム】
https://www.instagram.com/satade_pia

場

所 子ども若者プラザ

えむ 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

【ツイッター】
https://twitter.com/EiWLR7kZfv3T5am

連絡下さい(☎0749-23-6679)

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
インスタグラム

ツイッター

※上記の QR コードをスマホなどで読み取って

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、

簡単に見ることができます

サロン活動のピアスタッフとして派遣します。関心
サタデーボッチャ 始めます
「サタデーボッチャ」の参加者を募集します！

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。

ボッチャは、ヨーロッパで生まれたパラスポーツ正
式種目です。簡単に誰でも出来るスポーツなので障
害のある人もない人も、子どもも高齢者も誰でも参
加出来る国内でも大人気のスポーツです。

ピアサポーター養成講座
今年度は名称も新たに感染症対策をとって講座に取
り組んでいます。新規の募集はありませんが修了を目
指しておられる継続受講の方はお問合せ下さい。

日時： ７月 31 日、8 月 28 日、9 月 25 日（各土曜）
14：00～15：30 頃まで
場所： 子ども 若者プラザ

えむ 2 階

（サタデーピア・カフェ夢工房 if の北側の建物）

ピアサポートネットワーク滋賀
今年度はサタデーピアピアサポートクラブで事務局
を担当しています。ピアサポ滋賀として県内支援セン

定員： 8 名

ターや精作連加盟の障害福祉サービス事業所に「ピア

参加費：大人/200 円 小学生以下/100 円

サポーター採用について」のアンケートを実施し、8

参加希望の方はサタデーピアまで(☎0749-23-6679)

月には県への要望書提出、11 月にはフォーラムの開催

（定員になり次第締め切らせていただきます）

を予定しています。

※ハーフコートマットを使用します

サマー感謝フェア 2021 開催のお知らせ
サタデーピアは今年も恒例の「サマー感謝フェア」を
開催いたします！

《フェアイベントのご案内》
「ぬり絵」企画第 3 弾！
カフェで配布する「if にゃんぬり絵」をフェア中に

季節限定のランチ・デザートメニューをご用意しま
すので、皆様のご来店心よりお待ちしています☆
期間：7 月 27 日(火)～8 月 12 日(木)

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：7/17(土)～8/12(木)

場所：カフェ夢工房 if

（用紙はカフェ夢工房 if にあります）

営業日：火曜日～土曜日(11：30～16：00)

※作品は店内に 8 月末頃まで展示いたします

ランチタイム ～14：00 まで
夢工房 if20 周年記念「S・T・P パック」販売

≪夏のオススメメニュー≫
・トマトソースのナポリタン 600 円
・日替わりランチ

600 円

・かき氷(みぞれ、抹茶、いちご)

100 円～

トッピング(練乳、バニラアイス) ＋各 50 円

夢工房 if 開所 20 周年を記念して製作したオリジナ
ルマグカップに if の焼き菓子を詰めたスペシャル
パックが期間限定で登場します。
「カフェ夢工房 if」
、「中央町店 if にゃん」にて販売
します。販売価格 1,000 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

オーガニッククッキー新発売！（個数限定）
有機宇治抹茶を使用した「オーガニッククッキー」
暑い日が続いていますが、皆さんいかがお過ごし
でしょうか？

をカフェ夢工房 if にて販売中です☆
抹茶の渋みが程よく感じられる、上品な仕上がりと

かねてよりお知らせしていました中央町の新店舗
のオープン日が決まりました！ただ今、皆で開店に
向け準備を進めています。お楽しみに☆
また、カフェ夢工房 if では恒例のサマー感謝フェ
アを開催します☆手作りいちごソースのかき氷が
おいしくて特にオススメですよ。
今後も「カフェ夢工房 if」
、「中央町店 if にゃん」

なっています。お手土産にもぴったりです。
現在、
「パリヤ」や「ＪＡ」等での販売に向けて調整
を進めています。どうぞご利用下さい。
・抹茶とプレーン…200 円
・抹茶のみ

…300 円

また「3 種のクッキー」にも有機宇治抹茶を使用し
ていますので、こちらも是非ご賞味下さい♪

を宜しくお願いいたします。
メンバー・スタッフ一同
左：抹茶のみ

ボランティアさんの活動報告

右：抹茶とプレーン

サタデーピア夢工房 if には日頃からたくさんのボ
ランティアさんが関わって下さっています。
4 月、5 月はキャベツと玉ねぎの収穫体験を行いま
した。植え付けや育て方などを教えてもらいながら、
立派に育った野菜を収穫しました。
収穫した野菜は日替わりランチ
やサラダに使用します。
キャベツ収穫の様子 ▷

夏季休業のお知らせ
お盆休みのため、下記の期間休業をさせて頂きます。
≪工房・中央町店≫
8 月 13 日(金)～15 日(日)まで
≪カフェ≫
8 月 13 日(金)～16 日(月)まで

総会および役員改選の報告
認定 NPO 法人サタデーピア第 23 回総会を 5 月 20 日
にカフェ夢工房 if にて開催しました。昨年度の事業
報告、会計報告と今年度の活動計画案、予算案につ
いて審議しました。また今年度は役員改選があり、
新役員体制も承認されました。

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。

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」は 2021 年度に開所 20 周年を迎
えました。サタデーピアでは今後も「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。

このたび 7 月 9 日（金）に夢工房 if 中央町店
「Zacca&Sweets if にゃん」がオープンします！
木の暖かさが感じられて、ほっと一息つける素敵
なお店です。お買い上げ特典がありますので、

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

是非覗いてみてくださいね。
次回の通信発行は 10 月号となります。今後は
SNS を活用して、よりタイムリーな情報をお届け
しますので、この機会にぜひフォローをしてくだ
さい。

加入者名：NPO 法人サタデーピア

(ハウス)

≪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、
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。

【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
◆「カフェ 夢工房 if」
彦根市西今町 1327 番地 1 階
TEL 080-8329-1649

認定 NPO 法人への寄付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。

◆障害福祉サービス事業所「工房 夢工房 if」
彦根市小泉町 620-64
TEL 0749-23-8896/FAX 0749-23-2480
◆「Zacca&Sweets if にゃん」
彦根市中央町 7-39
TEL 090-2702-2981

