
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                              

  

 

 

 

  

 

オリジナルマグカップ完成！ 

サタデーピア夢工房 ifは開所２０周年を迎え、この

たび活動を支援してくださっている皆様への感謝の

気持ちを込めてオリジナルマグカップを製作しました。

マグカップは、カフェ夢工房 ifのランチやティーセッ

トのドリンクカップとしても使用します。さらに手作

り焼き菓子とマグカップのギフトセットも登場(10/15～)。

「カフェ」または「中央町店

if にゃん」にてぜひお買い

求め下さい。遠方にお住い

の方には郵送します。商品

はホームページや SNS でも

ご覧いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 「ifにゃんお誕生会」 お披露目イベント！ 

日時：10月 30日(土) ①13：30～ ②15：00～ 

11月 4日(木) ①13：30～ ②15：00～ 

※一日２回 プログラムは１回 30分程度 

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北隣りの建物） 

★オープニングミニライブもあります★ 

定員：各会 18名（必ず事前のご予約をお願いします） 

申込：サタデーピア夢工房 if ☎0749-23-8896 

「if」は～もしも願いが叶うなら～の ifです。 

ifにゃんに出会えたら今一番の願いが叶うかも 

しれませんよ。 

  

 

明るく、前向きに 

皆様、いかがお過ごしでしょうか。 

新型コロナウイルス感染症拡大のため、令和 3 年 4 月に発出された緊急事態宣言及びまん延防止等重点措

置が 9月 30日に全都道府県で解除されました。しかし、「変異株」の発症や「第 6波」の感染の波が予想され

ており、引き続き、「三つの密を避ける」、「マスクの着用」、「手洗いの励行」など制約された状況での生活が

必要とされています。 

このような暗いムードの社会情勢ではありますが、当法人においては、スタッフ一同が協力しながら、『明

るく、前向き』に事業運営を行っております。 

主な活動としては、『夢工房 if開所 20周年』記念事業として、以下のような活動が進行中です。 

☆記念グッズの製作（ifにゃんマグカップ） 

 下段の写真をご覧下さい。可愛く仕上がりました。 

☆当法人人気の ifにゃんがゆるキャラとして誕生‼ 

 「ifにゃんお誕生会」も開催します（下段参照）。これからサタデーピアの一員として、様々なイベントに

も登場します。ぜひ会いに来て下さい。 

その他にも、コロナウイルス対策の一つとして、カフェ夢工房 ifでは「テイクアウトランチ」 

を販売しております。ぜひご賞味下さい（通信内の写真掲載のページ明記）。 

（司） 
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発行者 認定NPO法人サタデーピア 
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滋賀県彦根市西今町 1327番地 

電話 0749-23-6679 

FAX  0749-46-3361 

「if にゃん」のかわいいイラスト

がデザインされたマグカップ 

 ｉｆにゃんに 

会いに来てね！ 



 

 

 

 

 

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 

今年から名称も新たに、感染症対策をとって講座

を取り組んでいます。 

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い合わせください。 

 

 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。 

 

 

 

サタデーボッチャのお知らせ 

サタデーピアのボッチャに参加してみま

せんか！「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。障害のある人もない人も、

子どもも高齢者も誰でも参加できるスポーツです。

東京パラリンピックでは日本選手が金メダルを獲得

されましたね♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野外活動 「  

 

 

 

日 時 10月 6日(水)、11月 10日(水)、 

12月 1日(水)、 新年 1月 12日（水） 

13:30～15:30頃まで （参加費:無料） 

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

連絡下さい(☎0749-23-6679) 

 

 

毎月第一水曜日定例 

より第一水曜  

日 時 ：10月 23日(土)、11月 27日(土) 

    14：00～15：30頃まで 

場 所 ：子ども若者プラザ えむ 2階 

定 員 ：８名 

参加費：大人  200円 小学生以下  無料 

持ち物：動きやすい服装、飲み物、上靴(あればで OK)  

参加希望の方はサタデーピアまで☎0749-23-6679 

(定員になり次第締め切らせていただきます) 

※ハーフコートマットを使用します 

日時：11月 8日（月） 

13：00～15：30頃 

場所：彦根市中老人福祉センター(彦根市開出今町) 

集合：12時半にカフェ夢工房 if又は現地集合 

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。 

参加費：無料   

申込：サタデーピア 夢工房 if ☎0749-23-8896 

 ピアサポートフォーラム 2021 

今年のピアサポートフォーラムはオンライン

で開催します。事務局のサタデーピアから、ご

協力いただける地域生活支援センター等をオン

ラインで結んでそれぞれの地域のピア活動報告

や意見発表を行う予定です。 

 

日時：2021年 11月 20日（土） 

午後 2時～4時 

オンラインの拠点となっていただける支援セン

ターがまだ未確定ですので 10月末以降、サタデ

ーピアのホームページでご確認いただくか、お

問合せ下さい。 

主催：ピアサポートネットワーク滋賀 

 



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」等の

就職を目指して利用する障害福祉サービスの一つ

です。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、まずは見学にお越しください。 

 

 

 

「秋の収穫祭フェア」開催 

サタデーピア夢工房 if「秋の収穫祭フェア」では、  

旬の味覚であるきのこを使ったランチや栗・さつまい

も等を使った季節限定スイーツを販売します。 

フェア期間：10月 26日(火）～11月 13日(土） 

場所：カフェ夢工房 if(西今町 1327) 

特典：ランチご注文の方に「セットドリンク券」 

プレゼント（テイクアウトランチも対象） 

 

 

 

 

 

同期間中、中央町店「Zacca&Sweets ifにゃん」で   

古本市バザーも開催。 

 

  テイクアウトランチのご紹介 

 カフェ夢工房 if では通常のランチメニューに加えて

テイクアウトランチを販売中！ 

・特製ロコモコ丼 

・ドライキーマカレー丼 

・チキンハンバーグ丼  他 

副菜 3種付のワンプレート丼 全 500円 

白米または五穀米が選べる（+50円でご飯大盛り可） 

ご注文先：カフェ夢工房 if 

※複数のご注文はできるだけ前日までにご予約ください。 

 

 

 

クリスマスケーキご予約について 

・クリスマスブローチ（全 5種）…………300円 

・（要予約）クリスマスケーキ（18cm）…3,000円 

・（要予約）クリスマスケーキ（21cm）…3,500 円 

 

 

 

ケーキのご予約は 12月上旬頃までにお願いします 

 

 

                                          

中央町店「Zacca&Sweets ifにゃん」 

中央町店「ifにゃん」（中央町 7-39）にはオリジナル

雑貨や工芸製品がいっぱい。このお店にしか置いてい

ない商品も多数あり。おいしいクッキーやコーヒーも

人気です。前回のワークショップでは「プラバン作り」

を開催。今後は羊毛フ

ェルトブローチなど季

節感を味わえる内容も

計画中。詳細は随時 HP

や SNS、また店頭チラシ

にてお知らせします。 

 

就労移行支援利用者の就職が決まりました 

夢工房ifの就労移行支援利用者さんが7月末に就職さ

れました。施設内での作業や SSTなどの社会生活技能

トレーニングにも真面目に取り組み、企業実習等を経

て、新たなステップにチャレンジされています。緊張

や不安を持ちながらも頑張っておられます。私たち夢

工房 ifスタッフも引き続き、就労の安定を目指してサ

ポートをしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

サマー感謝フェアの報告 

今季のサマーフェアは 7/27(火)から 9/11(土)まで開

催しました(期間延長）。「ifに

ゃんぬり絵イベント」には 39

枚の応募があり、色とりどり

のぬり絵作品が店内をいろど 

りました。 

 

ボランティアさん活動報告 

7 月～9 月にかけてはボランティアさんと一緒に周辺

の葉刈り、野菜の下ごしらえや調理、畑の手入れ、お

花の植え替え、手芸品製作等の作業を行いました。 

ボランティアの皆さん、いつもありがとうございます。 

 

≪秋のおすすめメニュー≫ 

・きのこソースのハンバーグランチ 

・きのこの和風クリームパスタ 

・栗のパウンドケーキ、栗のクレープ 

・りんごのカントリーケーキ  など 

 
カフェのラン
チは１０月か
ら新米使用！
(多賀産ミルキ
ークイーン) 

 



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。 

◆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 

◆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  

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

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＆ご寄付納入方法≫ 

★2021年度 年会費＆ご寄付をお願い致します。 

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、いいね などをお願いします。 

【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】 

 

 

コロナ禍の先行きはまだまだ油断できない状

況です。新しい生活様式にも少しずつ慣れてき

ていますが、今一度初心にかえって気を引き締

めたいと思います。 

さて、夢工房 if は今年で開所 20 周年を迎えま

した。皆で楽しめるイベントや催しをコロナ感

染予防に気を付けながら行っていきたいと考え

ています。 

次号のサタデーピア通信は来年 1 月の新春号

となります。        

（おにぎり） 

                

 

ツイッター  

 

サタデーピアの設立 10 周年時に皆で作ったオリジ

ナルテーマソング「夢工房 if へ行ってみよう」の

アニメーション動画をツイッターにてご視聴いた

だけます（10/15～）。 

夢工房 if の利用者さんが自作されたドット絵が賑

やかに踊ります。とってもかわいいですよ。 

インスタグラム 
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