
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

サタデーピア夏の恒例イベントサマーフェア

のご案内です。夏野菜を使った栄養満点のラン

チや美味しいデザートを食べて、心も身体も健

康に盛夏を過ごしましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

コロナ禍で昨年、一昨年と開催できなかった納涼祭

を今年は、感染予防策を徹底したうえで開催いたしま

す。皆様お誘い合わせのうえ、ぜひお越しください。 

  

 

日本人と祭り 

日本国内で、年間 30万回以上の祭りが行われています。日本の祭りの起源は岩戸に隠れた天照大

神（アマテラスオオカミ）が外に出て世の中に光を取り戻すことを願い、天鈿女命（アメノウズメ

ノミコト）が踊った神話からと言われています。 

辛いときや、暗い気持ちの時も、祭りを行うことで乗り越えていく日本人の知恵は素晴らしいで

すね。さらに祭りで集うことが、新しい出会いとつながりを生んでいくのだと思います。 

さて、サタデーピアでも 3 年ぶりの「納涼！爆笑サタデーピア祭り」を企画しています。if にゃ

んステージ、バザー、お楽しみゲームは輪投げ、ヨーヨー釣り､カロムなど 3年前の楽しいひと時が

よみがえります。 

カフェ夢工房 ifでは、恒例の「サマー感謝フェア 2022」を 7月 26日～8月 6日開催します。 

地元農家さんからいただいたお野菜等を使った日替わりランチも是非ご賞味ください。 

祭りに参加するお気持ちで、顔を出して下されば幸いです。 

（のり） 

 

 

 

 

 

 

2022年夏号（No.132） 

発行者 認定NPO法人サタデーピア 

〒522-0054 

滋賀県彦根市西今町 1327番地 

電話 0749-23-6679 

FAX  0749-46-3361 

期間：7 月 26 日（火）～8 月 6 日（土） 

場所：「カフェ夢工房 if」 

内容：夏限定ランチ＆デザート、菓子類の  

販売、工芸製品サマーセール開催 など 

フェア特典 

「ランチご注文の人にお得なクーポンを 

プレゼント♪」（テイクアウトランチも対象）  

お楽しみイベント 

「 if にゃん塗り絵をぬってフェア中に持参 

された方に素敵なプレゼント」 

＊ぬり絵配布期間：7/16(土)～8/6(土) 

＊作品は店内に 8 月下旬まで展示します  

 3年ぶり 

 

日にち：8月 27日（土） 15時～17時半頃 

場所：「カフェ夢工房 if」及び 

「子ども若者プラザえむ」一帯 

内容（予定）： 

ゆるキャラ ifにゃんと遊ぼう！（屋内ステージ） 

＆パフォーマンス 

 バザー（フリーマーケット） 

 工芸製品サマーセール 

お楽しみゲーム（1回 50円） 

  ・わなげ 

  ・ヨーヨー釣り  など 

 申込不要。自由にご参加ください 

※今後の状況により、イベントの中止や内容が変更となる場合が

あります。サタデーピア HP や SNS で事前にご確認ください。 

感染予防対策のた

め、マスク着用の

うえご来場下さい 



＜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 

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  

新サークル続々企画中!！ 

ハンドメイド、読書、勉強（資格取得）、エンタメ

など新しいサークル活動がいくつか検討されてい

ます。興味のある方は、ぜひ立ち上げメンバーとし

てご参加下さい。お待ちしています。 

〈サークルに関するお問い合せ：工房 夢工房 if〉 

 

 

 

 

 

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。関心のある皆さんの参加をお待ちしています。 

☆今後のピアサポートクラブ予定 

 

 

 

 

 

 

 ピアスタッフ派遣事業 

（ピアサポーター養成講座修了者対象） 

令和 3年度より、就労継続支援 B型事業所、地域移

行支援事業、就労継続支援 A型事業所でのピアサポー

トに加算が新設されました。令和 6年 3月までの暫定

期間内はサタデーピアのピアサポーター（カウンセラ

ー）養成講座修了者も、その対象となります。 

関心をお持ちの修了者の方や採用をお考えの事業所

はサタデーピアまでお問い合せ下さい。 

 

 2022年度ピアカウンセラー養成講座 

今年度新規の募集は終了していますが、これまでの

講座を受講され、修了を目指して参加を希望される方

はお問い合せ下さい。 

 

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） 

 

 ピアサポートに関する特集が掲載 

 彦根市社協が発行する「社協ひこね 

７月号」にピアサポートの特集が組ま 

れ、サタデーピアのピアサポートクラ 

ブで記事を担当しました。 

（広報ひこねと一緒に市内全世帯配布） 

 ピアサポートネットワーク滋賀 

今年度初めてのオンライン全体会議（6/21）に出

席しました。今年度の活動内容を中心に各グループ

がまとめた意見を聞き、フォーラムの開催や滋賀県

への要望書提出などが決まりました。それぞれのピ

アグループが無理なく活動できるよう、ネットワー

ク全体で支え合っていきたいと思います。 

 えむ deボッチャ （南彦根クリニック共催事業） 

原則、毎月第 4土曜に活動しています 

日時：6月 25日、7月 23日、9月 24日 
  (※８月はお休みさせていただきます) 

14：00～15：30 

場所：子ども若者プラザえむ 2階 

参加費：大人 100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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日 時 7月 6日（水）、8 月 3 日（水）、9 月 7 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 

※準備の都合上、参加希望の方は前日までにサタデー 

ピアまでご連絡下さい(☎0749-23-6679) 

 

p 

毎月第一水曜日定例 

卓上ゲームで 
遊ぼう！ 

【日時】 

8月 2 日(火) 

14:30～16:00 
【参加費】 

無料 (できれば 

事前のお申込を) 

カロム、トラン

プ、ジェンガ、オ

セロ、将棋など 



事業報告会の報告 

 5月 18日(水）10：30～/14：30～事業報告会を「子

ども若者プラザえむ」にて行いました。2021年度を振

り返るとともに、皆で課題や目標を確認し合いました。 

 

第 24回総会の報告 

2021 年度の事業報告ならびに 2022 年度の事業計画・

予算等を審議する通常総会を 5 月 23 日(月)に開催し、

29 名の正会員全員の出席がありました（委任状含む）。

本総会では、事前提出のあった提案等を含め、当日出席

者からは今後の運営に係る前向きなご意見や励ましを

いただき、全ての審議案について承認されました。 

様々な立場での皆さまのご支援に感謝申し上げます。 

  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‼ (問い合せ 0749-23-6679) 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    グランドゴルフ活動日 

   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。原則、第 2月曜に活動中。(要申込) 

 日時：7月 11日、8月 8日、9月 12日 

   13：00～15：30 （雨天中止） 

場所：庄堺公園 多目的広場 

参加費：無料（道具貸出） 

 

   清水基金から助成をいただきました  

社会福祉法人清水基金へ申請していました車両助

成について、車両本体価格の約 8割分の助成金交付

を受け、4月 21日に購入・取得しました。 

 この車両は 8人乗りで、荷物もたくさん積載でき

ますので、早速、彦根市のランチ広場への出店や昼

食の出張販売などに利用しており、今後も企業見

学・実習訪問、地域イベントの 

出張販売にも積極的に参加し、 

有効に活用していきます。 

助成ありがとうございました 

 

  「レモンクリームパスタ」好評販売中！ 

 6月より、カフェ夢工房 ifでは新作パスタを販売 

しています♪濃厚なのにさっぱりと食べられる温か 

いクリームパスタに仕上げました。仕上げにフレッ 

シュパセリとレモンを使用しているため、さわやか 

な味わいです。限定商品ですので、ぜひご賞味 

ください。 

レモンクリームパスタ ▷ 

副菜 2品、サラダ・スープがついて 600円 

 

 ボランティアさん活動報告 

4月～6月にかけては、工芸製品の製作や旬を迎 

えた新玉ねぎの収穫を一緒に行いました。また、4 

月 28日(木)、5月 13日(金)に開催された「ひこ 

ねランチ広場」に出店した際は、荷物の搬入や販売 

にもお手伝いを頂きました。 

 ボランティアさんいつでも募集しています！ 

 

 夏季休業のお知らせ 

お盆休みのため、下記の期間休業させて頂きます。 

◇工房・カフェ 8/11(木)～8/15(月)まで 

◇中央町店   8/12(金)～8/14(日)まで 

 日頃はサタデーピア夢工房 if をご利用ください

ましてありがとうございます。コロナ禍の影響もあ

り、昨年度から始めたテイクアウトランチが好評で、

近隣の関係機関からの注文配達にも取り組んでいま

す。地元農家さんからいただいたお野菜等を使った、

日替わりランチも大変人気です。 

 様々な形で関わってくださっている方に感謝をし

ながら、皆様に喜んでいただけるよう取り組んで 

いきます。     夢工房 ifメンバー・スタッフ 

 

 

  有機宇治抹茶を使用した新作ケーキ販売開始！ 

◆抹茶のパウンドケーキ（1ヶ 200円） 

 …抹茶生地の中にアーモンドスライスを使用して 

います。しっとりとした生地の中にあるアーモン 

ドの食感が良いアクセントに♪ 

 

◆抹茶のカップケーキ（1ヶ 200円） 

 …抹茶生地の中にくるみとホワイトチョコを使用

しています。トッピングにアーモンドス 

ライスを使用し、見た目にもこだわった 

商品です。 

        

 



◆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  

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。 

 

ご寄付ならびにサタデーピア会費納入のお願い 

サタデーピアは「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等の開催、講師派遣、障害福

祉サービス事業等の運営を行っています。多くの皆

様からのご支援・ご協力をお待ちしています。 

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≫ 

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。 

※2022 年 1 月 17 日より、ゆうちょ銀行の送金手数

料改定に伴い、現金での払込には手数料が発生しま

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。 

 

☆ 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】 

 

 

今年は納涼祭を 3 年ぶりに開催します☆今回

の納涼祭は、ゆるキャラ if にゃんの登場やお楽

しみゲームの実施・バザー開催等の内容となっ

ています！ 

安全に開催するために、ご来場の皆様にご協

力をお願いいたしますが、久しぶりの納涼祭を

ぜひ一緒に楽しみましょう！！  （ハウス） 

 

★バザーを開催するにあたり、日用品や古本等

を募集しています。ご協力頂ける方は、サタデ

ーピア又は工房 夢工房 if までご連絡頂けると

幸いです★ 

 

 

 

 

ツイッター  インスタグラム 
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