
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                              

  

 

 

 

スプリングフェア 2022 

サタデーピアでは、ただいま毎年恒例のスプリング

フェアを開催中です。ぜひご来店ください。 

期間：3月 22日（火）～4月 9日（土） 

場所：カフェ夢工房 if 

 

 

①期間限定メニュー（詳しくは本紙 3 ページ目をご覧ください） 

②特典 「フェア中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です 

③ifにゃんぬり絵イベント 

カフェで配布する「ifにゃんぬり絵」を塗ってフェア

中に持参された方に景品をプレゼント(^・^) 

ぬり絵配布期間：3月 19日(土)～4月 8日(金) 

(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 

※ご来店の際はマスク着用等、感染症対策にご協力お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サタデーピア会員入会及び 2022年度会費納入お願い 

日頃は当法人の活動へのご理解、ご支援、ご協力を

賜り感謝申し上げます。今年度も感染症対策を続けな

がら、コロナ禍以降中止や延期となっている恒例行事

や研修会等の活動の再開に向けて模索し、地域の皆様

にもご参加いただける楽しいイベントにも積極的に

取り組んでいきたいと考えています。2022年度におき

ましても、どうか変わらぬご支援をよろしくお願い 

いたします。サタデーピア賛助会員大募集中です。 

（会費納入等の詳しいご案内は本紙裏面に記載） 

 

みんなの愉快を集めるプロジェクト❕ 

川柳、小噺、ちょっとしたいい話や今だから笑える

大失敗など、日常の愉快を集めた冊子の制作に向けて、

ただいま作品を大募集しています。多くの方のご参加、

ご応募お待ちしています‼ 詳しくは HP などで。 

お問合せ：サタデーピア（TEL0749-23-6679） 

 

 

人と人との支え合う力 

うららかな好季節を迎えましたが、いかがお過ごしでしょうか。年末からの豪雪被害、新型コロナウイルス

の感染拡大、ロシアのウクライナ侵攻など、連日の暗いニュースに、不安や痛みを感じている方も多いと思い

ます。 

報道を見ていると、人と人とが思いをぶつけ合うことの恐ろしさを感じる一方で、人と人とが尊重し合い

助け合うことのその尊さも目にします。この辛い中だからこそ、いまこの場所で自分にできることと向き合

いながら、共に支え合っていかなければなりません。それは、コロナ禍や戦禍に限らず、人がともに生きてい

くことの基本なのだと思います。 

手を差し伸べ合い、支え合い、笑い合うことでほっとする。そんな仲間同士の力を強めるためにも、それぞ

れの楽しみや癒しを大切にしながら、心身の健康を高め、互いを思いやるゆとりを持てればと思います。 

サタデーピアでもコロナ禍でこれまでと同様というわけにはいきませんが、今だからできる支え合いの活

動、楽しめる活動を続けていきたいと考えています。 

サタデーピアは皆さまからの会費で成り立っています。サタデーピアの活動にご賛同くださる方は、今年

度も賛助会費のご協力よろしくお願い致します。  

                                  (美) 
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4/9(土) 13時半～14時は if にゃん登場！！ 

お買い上げのお客様には ifにゃんから 

素敵な(!?)何かを差し上げます 

 



＜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〉 

場所：子ども若者プラザ えむ 2 階 

定員：10 名 申込み：地域生活支援センターまな 

Tel 0749-21-2192 Fax 0749-21-2193 

HP：www.center-mana.net 

 

 

 

 2022年度ピアサポーター養成講座 

今年度の講座を下記の日程で「まな」との共催で

実施致します。参加希望の方は所定の申込用紙に必

要事項をご記入いただき、下記「まな」までお申し

込み下さい。受講には推薦人が必要です。申込用紙

は「まな」および「サタデーピア」HP からダウンロ

ードできます。先着順となりますので早めにお申し

込み下さい。 

通年講座日程 （前半第 4、後半第 3 水曜日） 

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 2,000円 

第 1回 5月 25日（水） 

第 2回 6月 22日（水） 

第 3回 7月 27日（水） 

第 4回 9月 21日 (水)  

第 5回 10月 19日（水） 

第 6回 11月 16日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 「ピアサポート実施」についての勉強会 

 昨年度より、ピアサポート実施加算制度が始まっ

ています。ピアスタッフを希望する当事者の皆さん 

（主にサタデーピアピア講座修了者）と採用をお考

えの事業所スタッフを対象にこの制度の活用につい

て共に考えます。 先着順 要申込み 

 

開催日：4月 27日（水） 

時 間 ：14:00～15:30頃まで 

場 所 ：子ども若者プラザ えむ 2階 

 ピアスタッフ派遣事業 

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。 

 ピアサポートネットワーク滋賀 

2021年度事務局を 1年間担ってきました。「つなが

ろう！ひろげよう！ピアサポーター活躍の場！」を掲

げた初のオンライン開催フォーラムは次につながる実

りあるものになりました。今後もピアサポ滋賀のネッ

トワークを通じて情報共有しながら、個々のグループ

を大事にして活動していきたいと思います。 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
定員 
18名 

日時：4月 6日(水)、5月 11日(水)、6月 1日(水) 

・４月はお花見の予定です。前日までにお申込みください 

・5 月は祝日のため第 2 水曜となります 

  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) 

毎月第一水曜日定例 

より第一水曜  



春のおすすめメニュー 

カフェ夢工房 if では、春にぴったりのメニューを

ご用意しています☆スプリングフェア以降も材料が

仕入れできるうちはご注文いただけます。(*^-^*) 

 

・春野菜のクリームパスタ………………600円 

（副菜 2品、サラダ、選べるスープ付き）  

 

・朝摘みいちごクレープ…………………300円 

・いちご＋抹茶のムース…………………150円 

（デザートはお持ち帰りもできます） 

通販サイト≪Creema
ク リ ー マ

≫工芸製品販売開始！ 

3月より、通販サイト「Creema」にて刺し子・こぎ

ん刺し、羊毛フェルト商品等の販売を開始しました。

ぜひご利用くださいませ。 

「クリーマ 夢工房 if」で検索してください 

 

「ifにゃん」が新聞に 

紹介されました☆ 

中日新聞のびわこ版にて 

「ifにゃん」が掲載されま 

した。（2022 年 1月 25 日付） 

えむ deボッチャ活動案内  

日時：4月 23日、5月 28日、6月 25日 

14：00～15：30まで 

場所：子ども若者プラザ えむ 2階 

定員：8名 （要申込 0749-23-8896） 

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) 

           ※ハーフサイズコート使用 

グランドゴルフ活動案内 

彦根で活動するグランドゴルフサークル「夢の会」

の皆さんと一緒に行います。コロナ禍で行き場が減り

困っている方、健康増進に関心がある方はお問合せを。 

日時：4月 11日、5月 9日、6月 13日 

   13：00～15：30頃まで 

場所：彦根市中老人福祉センター 

参加費：無料（道具貸出） 

お問い合わせ：工房 夢工房 if(TEL0749-23-8896） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

―行事のご案内― 

■サタデーピア事業報告会 

サタデーピア本部事業や障害福祉サービス事業所の

2021年度事業報告会を行います。会員の皆さまで参加

を希望される方や資料をご希望の方はお問合せ下さい。 

日時：5月 18日(水)14時半～15時半 

場所：子ども若者プラザ えむ 2階 

 お問い合わせ：工房 夢工房 if（TEL0749-23-8896） 

 

■サタデーピア第 24回総会 

2021 年度の事業、決算報告ならびに 2022 年度の事

業計画・予算案等を話し合う定期総会を5月23日（月）

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。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

 

  ボランティアさん活動報告 

 1月～3月にかけては夢工房 ifメンバーと一緒に畑

の草取り作業や工芸製品の製作を行っていただきまし

た。また冬用タイヤからの交換作業もお手伝いいただ

き、これからの販売や配達等に向けて準備をすませる

ことができました。 

  4月の出張販売お知らせ 

◇4/4(月)、14(木)、18(月)12時～13時 

場所：米原市役所 3階 市民活動スペース 

◇4/28(木)11時～14時頃「ひこねランチ広場」 

  場所：彦根市役所 屋外特設テント 

春風の心地よい季節になりましたね。皆様いかがお

過ごしですか？カフェ夢工房 if では、季節の野菜や

フルーツを使ったランチやデザートを販売していま

す。さらに、地域のボランティアさん方から頂いた夏

みかんを使ったデザートも考案中です。中央町店でも

お客様のご要望にお応えして、不定期ながらクレープ

の販売を始める予定です。どうぞお楽しみに☆ 

メンバー・スタッフ一同 

 
原則 

第 2 月曜 

 
原則 

第 4 土曜 



◆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  

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。 

 

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 

 

 

2022年度  年会費＆ご寄付をお願い致します 

≪会費＆ご寄付納入方法≫ 

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。 

※振込手数料は双方で負担することになりました。 

 

☆ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先一覧】 

 

 

だんだんと暖かくなり、桜も見頃を迎えそ

うです。また身体を動かすのに絶好の時期で

すね。サタデーピアでは、子ども若者プラザ

えむ にてボッチャをしています。座りなが

らでも出来ますので、ぜひご参加ください。

他にもグランドゴルフを定例化して行ってい

ます。運動不足解消にいかがですか？ 

カフェではスプリングフェアを開催中です。

お出かけの際は、夢工房 if のランチをどうぞ 

ご利用ください。       

（ちくわ） 

ツイッター  インスタグラム 

 

令和 4年 1月 17日より、ゆうちょ銀行の送金手

数料改定に伴い、ゆうちょ銀行窓口及び ATMから

「現金」で払込する場合、1件に付き 110円の料金

が発生することになりました。 

「払込手数料」が受取人払い（赤い印刷の用紙）で

も「現金取扱手数料」が払込人にも発生します。 

ゆうちょ通帳またはキャッシュカードを利用した 

口座からのお支払には手数料はかかりません。 

ご負担をおかけしますがよろしくお願い致します。 

（詳しくはゆうちょ銀行窓口にお問い合わせください） 
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