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強く、逞しく！
新年明けましておめでとうございます。
新型コロナウイルスの猛威はようやく下火になり、昨年末にかけて日本社会は少し落ち着きを取り戻
しました。かと思えば、感染力が強いとされる新たな変異株も見つかり、現に第 6 波ともなる脅威が迫
ってきています。
干支は、十二支の動物の中で最も動きが緩やかで歩みの遅い丑（うし）から歩みの早い寅（とら）へ
と移りましたが、まさにこの激動の時代を象徴しているかのようです。コロナ禍は、まだまだ予断を許
しませんが、寅のもつ強さや逞しさをならって「勇猛果敢」に様々なことに挑んでいければと思います。
サタデーピアが運営する障害福祉サービス事業所も開所して昨年で 20 年になりました。この節目の年
を無事に迎えられましたのも多くの方のお力添えがあったからだと改めて皆様に感謝申し上げます。
厳しい情勢ですので、これまでの基盤に安住せず、先を見通しながら事業運営にも努めていきます。
本年も地域のメンタルヘルス向上や利用者に寄り添ったよりよい支援を目指して、一同力を合わせて
頑張ってまいりますので、引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。（メン）
（夢工房 if 利用者の方が達筆な賀詞を書いてくださいました）

みんなの愉快を集めるプロジェクト❕ 緊急始動
コロナ禍が続く中、みんなで集まって楽しむことが
カフェ夢工房 if をご利用のお客様に if にゃん

難しい昨今です。それじゃあ一人一人の楽しい・愉快

から素敵な“お年玉”があります。

を集めてみんなで楽しもうと新しいプロジェクトを

開催日時：1 月 22 日（土）13 時～14 時まで

企画しました。川柳、小噺、ちょっとしたいい話や今

場所：カフェ夢工房 if

だから笑える大失敗など、日常の愉快を集めた冊子の

※ご来店の際はマスク着用等、感染症対策にご協力お願いします。

制作です。プロジェクトのメンバーも作品も緊急大募

イベント報告

集いたします。優秀作品には豪華？賞品も準備して、

if にゃんお誕生会を開催しました

多くの皆さんのご参加、ご応募お待ちしています‼

昨年 10/30(土)・11/4(木)に「if にゃんお誕生会」
を子ども・若者プラザえむにて行いました。あわせて
30 名以上のご来場があり、ミニライブをはじめ if
にゃんとじゃんけんゲームをする
など盛り上がりました。

スプリングフェアのお知らせ
今年のスプリングフェアは 3/22(火)～4/9(土)に
開催。期間限定のメニューや楽しいイベントを
しますので、どうぞお楽しみに！詳細は店内

(写真)大好物の if 特製クレープを
もらってよろこぶ if にゃん

チラシや SNS などでご確認下さい（カフェ）

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
毎月第一水曜日定例
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
す方、受講希望の方対象のグループピアカウンセリ

スポーツ正式種目です。障害のある無しに関わらず、
子供から大人まで誰でも参加できるスポーツです。
日 時 ：1 月 22 日(土)、2 月 26 日(土)

ングです。ご参加いただく際にはコロナ感染予防の

14：00～15：30 頃まで

ため、体調チェックや消毒、マスク着用等をお願い

場 所 ：子ども若者プラザ えむ 2 階

します。また、感染予防対策など会場準備の都合上

定 員 ：８名

参加希望の方は必ず前日までにご連絡下さい。

参加費：大人 200 円 小学生以下 無料

☆今後のピアサポートクラブ予定
日時：2 月 2 日(水)、3 月 2 日(水)、4 月 6 日(水)
4 月は恒例のお花見予定です。事前にお問合せ下さい。

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
連絡先：サタデーピア(☎0749-23-6679)

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
野外活動(グランドゴルフ)の報告
昨年 11 月 8 日（月）に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。ホールインワン

ピアサポートフォーラム 2021 の報告
昨年 11 月 20 日(土)ピアサポートフォーラム 2021
「ひろげよう！つながろう！ピアサポーター活躍の
場」をピアサポ滋賀主催で今年度事務局のサタデーピ
アを拠点に開催しました。県内の地域生活支援センタ

がでた際は歓声が上がり、中々ゴールが決まらない
ときは声援が入るなど、皆で盛り上がりました。
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、競技のルールや打ち方のコツ等を教わるこ
ともできました。

ーの多くの参加があり、お互いの存在や現状を知る良
い機会となりました。また新しい試みとなったオンラ
イン開催でしたが、皆さまより好評を頂きました。

現在、新型コロナウイルス感染防止を考慮して、各サ

ピアサポーター養成講座 2021 年度修了報告

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

緊急事態宣言が発令され講座は一時中断し、修了時

ます。見学ご希望の方は前日までにお知らせください。

期が遅れましたが、昨年 5 月～12 月にかけて全 6 回の

＜卓上ゲームサークル＞

課程を無事終えることが出来ました。

第 1・3・5 火曜日 15：50～16：50

※ピアサポート実施加算等にかかる経過措置期間中

場所：カフェ夢工房 if

（R6.3.31 まで）
、
「障害者ピアサポート研修に準ずる
研修」として当講座も認められています。
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
などに、ピアサポーター等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。

＜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〉

就労移行支援利用者の就職が決まりました
夢工房 if の就労移行支援を利用し施設内外の訓練
新年明けましておめでとうございます。昨年も長
引くコロナ禍の影響で社会情勢もめまぐるしく、
様々な変化に対応する一年でした。夢工房 if では
テイクアウトランチの販売や新たな出張販売の開

やプログラムへの参加、時短企業就労を経て、着実に
経験を積み上げて来られた利用者さんがこのたび更な
るステップアップとしてフルタイムの就職をされまし
た。今後ますますの活躍を私たちも応援します。

始、7 月には中央町店（Zacca&Sweets if にゃん）の

夢工房 if は一般就労や自立した生活を目指して利用

オープンなど、色々な取り組みを行った一年でし

する障害福祉サービス事業所です。通所や在宅等の

た。本年もよろしくお願いいたします。

利用で、それぞれの目標に応じた訓練や日中活動を
提供します。専門職スタッフによる就労移行プログ

メンバー・スタッフ一同

ラムにも力を入れており、就職後の定着支援も行っ
ています。
（直近３年間の就職者数９名）

カフェテイクアウトランチメニュー
・特製ロコモコ丼

・ドライカレー丼

・チキンハンバーグ丼 ・日替わり丼
各 500 円 (大盛＋50 円)
「滋賀県経営力強化補助金」の一部を活用して
デリバリーバッグを購入しました。出張販売や
配達等にも対応できますので、お問合せください。

2 月のバレンタインにはココア生地の特別
バージョンのクレープを販売予定。ご予約承ります。
1 月のワークショップ（中央町店 if にゃん）
1 月のワークショップのテーマは『羊毛フェルでア
ップリケを作ろう』 出来上がった作品はフォトフレ

一般就労等をご検討の方は主治医や支援者等と
相談のうえ、ぜひ一度見学にお越しください。
関係機関からのご紹介も随時お待ちしています。
ボランティアさんの活動報告
サタデーピア（夢工房 if）では、秋から冬にかけて
野菜の収穫・工芸商品の製作、カフェでの調理等をは
じめ、出張販売やゑびす講での販売などたくさんのボ
ランティアさんにお手伝いを頂きました。カフェや中
央町店の入口ドア付近のお花の整備も
していただき、とても美しくなりました。
城南小学校より来訪がありました
11 月 24 日に城南小学校 2 年生の生徒さんと先生の

ームに入れてお持ち帰りいただけます。

計 16 名が、地域のお店を知ることを目的に校外学習

（※準備の都合上、事前連絡をお願いします）

に来訪されました。法人の活動や夢工房 if のことを

日付：1 月 29 日(土)、30 日(日）13：00～15：30

紹介し、熱心に話を聞いておられました。

場所：Sweets＆Zacca if にゃん
参加費：500 円(材料費込み)
申し込み：0749-23-8896（工房 夢工房 if）

☆2 月、3 月のワークショップの開催については、
ツイッター・インスタ・HP にてお知らせします。
刺し子の座布団カバー新登場！
ただいま中央町店や米原市庁舎の出張販売にて

後日、温かい感想が届きました！

出張販売のお知らせ
1 月は下記の日程で出張販売を予定しています。
お近くの方はぜひお立ち寄りください。
≪米原市役所 3 階 市民活動スペース≫
1 月 13 日(木)、17 日(月)、27 日(木)、31 日(月)
12 時～13 時頃まで

「刺し子の座布団カバー」を販売しています。

【クリスマスケーキ中止のおわび】

刺し子のコースターやランチョンマットを使ったリメ

昨年はクリスマスケーキの受注・販売をお断りさせて頂きまし

イク品です。色や柄の取り合わせは一点ものとなって

たが、バレンタインやホワイトデー、バースデーなどのケーキ

いますので、ぜひ直接手に取ってご覧ください。

のご予約は随時お受けしています。各種クッキー、ケーキ等の

（１つ 1,000 円）
。

ご注文もお待ちしております。

サタデーピア夢工房 if 20 周年を記念して製作した
オリジナルマグカップを「カフェ」または「中央

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

町店 if にゃん」にて好評販売中です。遠方にお住

パソコンや携帯からご覧いただけます。ぜひお気に入り

まいの方には郵送します。カフェでも

登録、フォロー、いいね

ドリンクカップとして使用しています

【ホームページ】 http://www.satade-pia.net

ので、ぜひお楽しみ下さい♪

【ブログ】 http://yumekoubou-if.sblo.jp

(カップにお菓子が詰まった特別パックを 1,000 円で販売中)

【インスタグラム】
「サタデーピア」で検索

ご寄付ならびにサタデーピア会費納入のお願い

などをお願いします。

【ツイッター】
「サタデーピア」で検索
20 周 年 オ リ ジ ナ ル

サタデーピアが設置・運営する障害福祉サービス

アニメーション動画
はツイッターでのみ

事業所「夢工房 if」は 2021 年度に開所 20 周年を迎

ご覧いただけます

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

インスタグラム

ツイッター

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。
昨年は、カフェでのテイクアウトランチ や
賛助会員＆団体も（いつでも）募集中

中央町への出店、サタデーボッチャの定例化、

賛助会員

年会費（一口）

３，０００円

if にゃんお誕生会など初めてのことにたくさん

賛助団体

年会費（一口）１０，０００円

チャレンジしました。ピアサポートフォーラム

郵便振替口座番号

も初めてのオンライン開催で各方面の方と繋が

００９１０－５－１５９１３０

りがもてました。

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、

また、今年からは「みんなの愉快を集めるプ
ロジェクト！」が始動となります。
今年も僕たちと一緒に、色んなことにトライ
しませんか？
（エビ君）

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。

【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」

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。

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

