
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 恒例の秋イベント「収穫祭フェア」のご案内です。 

カフェ夢工房 if では、旬の味覚であるきのこを使っ

たランチや栗、さつま芋のデザート類を販売します。

フェア期間中はお得な特典やイベントもあります。 

この機会をお見逃しなく！ 

期間：10 月 25日(火)～11月 12日(土) 

時間：11：30～16：00（ランチタイム 14：00まで） 

場所：カフェ夢工房 if 

内容：秋のおすすめメニュー販売 

・きのこの和風クリームパスタ   600円 

・きのこソースのハンバーグランチ 600円 

・栗のクレープ 300円  など 

特典：「ランチ注文の人にクーポン券プレゼント」 

  イベント開催： 

☆「昔ながらの卓上ゲームで遊ぼう！」 

 11/1(火)14：30～16：00 参加無料(事前申込制) 

 ☆「ハンドメイド作品ギャラリー」店内にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

8月 27日に予定していました「納涼！爆笑サタデー

ピア祭り」は新型コロナ感染拡大防止のため延期とな

り、今回「秋の爆笑！サタデーピア祭り」として趣向

をリニューアルして開催いたします。申込不要。 

皆様お誘いあわせのうえ、ぜひお越しください。 

 日時：11月 12日(土) 14：30～16：00 

場所：サタデーピア「カフェ夢工房 if」及び 

     「子ども若者プラザえむ」2階 

内容：ゆるキャラ ifにゃんと遊ぼう！ 

    お笑い（漫才など） 

    帰ってきたピアレンジャー(動画) 

    フリーマーケット・古本バザー 

    工芸製品セール開催 

 

※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。 

ウィズコロナと秋の収穫祭 

とても厳しかった猛暑から、朝夕は過ごしやすくなりました。昼間はまだ暑い日が続いています

が、これからのいろんな秋を楽しみたいものです。 

さて、国においては新型コロナウィルス感染拡大の第 7 波の間は、新しい生活様式の定着に加え

てウィズコロナへの方針転換により、これまで「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」が   

発表されることなく、私たちは自主的に外出を控えたり感染防止対策を継続して実施してきました。 

こうした中で市内においても、各団体や自治会を始めとした地域における行事では、ウィズコロ

ナと言われながらもそれぞれの主催者が苦渋の決断をし、中止・延期や予定どおり実施する決定な

ど、その対応が分かれているところです。 

サタデーピアにおいても、新型コロナウィルスの記録的な感染拡大の状況を踏まえ、3年ぶりに 

8月下旬に予定していた「納涼祭」を、やむなく 11月の収穫祭の時期に延期することとしました。 

一方で、コロナ禍における収入減等に対応するため、逆に新たな発想による取組を始めたり、 

新商品を開発するなど、色々な工夫を重ねてきました。 

秋の収穫祭は、こうした取組の成果を多くの皆さまが直接見て触れて味わっていただく 

機会と捉え準備しています。皆さまのご参加・ご来店を心よりお待ちしています。 (円) 
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フリマと古本バザーは収穫祭期間中、下記の日程にて開催 

（10/25、11/8、11/12） ＊12 日の最終日は特大バザー 



 

 

彦根市社会福祉協議会主催 

第 2回 ボランティアフェスティバル 

～みんなで来て見てあそぼう!! in ひこね～ 

 

 

日時：11月 3日(木･祝) 11：00～15：00 

場所：ビバシティ彦根 

（センタープラザ、ホール、研修室、まんまるひろば） 

イベント内容： 

●遊びのコーナー 

ファッションショー・クイズ・漫才・ゆるキャラ・ 

紙芝居・親子バランスボール・親子ヨガ・人形劇 等 

●学びのコーナー 

創作ワークショップ・ペーパークラフト体験・講演会・ 

大正琴演奏・傾聴体験・手話体験・食材回収 等 

●展示のコーナー 

ヨットの帆・おもちゃ・「やさしいにほんご」多言語・ 

陶芸作品・織物作品・自助具・ポスター掲示 等 

 

「サタデーピア」の出演は・・・ 

13：00～14：00 １Fセンタープラザにて 

漫才、メンタルヘルスクイズ、ifにゃんステージ 

など予定しています。ぜひ遊びに来てください♪ 

 

 

ご当地キャラ博 in 彦根実行委員会主催 

に参加します 

ご当地キャラの聖地 彦根で行われる、ご当地キャラ

の祭典！全国からたくさんのキャラ達が集合します。 

日時：10月 22日(土)・23日(日) 9時～15時頃 

場所：玄宮園前、金亀公園、四番町スクエア 

 

「ifにゃん」の出演は・・・ 

「四番町スクエア」にブースを設置して参加します 

ステージ出演は 22日 10:10頃～、23日 12:50頃～ 

（予定） 

ただいま、オリジナルグッズも制作中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 ピアサポート研修会（ピア講座修了者対象） 

 多くのピア活動に取り入れられている 「ＷＲＡＰ」 

Wellness(元気)、Recovery（回復）、Action（行動）、

Plan(プラン)を学び、体験します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

（ピア講座修了者対象） 

令和 3年度「ピアサポート実施・体制加算」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。詳細は夢工房 ifまたは

サタデーピアまでお問い合せ下さい。 

 ピアサポートネットワーク滋賀 

9 月 6 日県障害福祉課にピアサポートに係る要望書

を提出しました。2023 年 2 月 25 日（土）「2022 年度

ピアサポートフォーラム」をオンラインで開催するこ

とが決まり、ネットワークで準備を進めています。 

日時：11月 2日（水）、12月 7日（水）、1月 11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 

 
サタデーピアも実行委員として参画しています 

会場で見かけたら ぜひ声をかけてね 

みんなに出会えることを楽しみに 

しているよ～      if にゃん 

講師：松浦清寿氏(精神保健福祉士、ピアカウンセラー、 

WRAP ファシリテーター) 

日時：11月 5日(土) 13時半～16時半 

場所：子ども若者プラザえむ ２階 

参加費：当事者・家族     1,000円 

   関係機関スタッフ等  2,000円 

定員：16名（先着順） 

申込み・お問合わせ：サタデーピア 0749-23-6679 

夢工房 if   0749-23-8896 



＜ハンドメイドサークル＞（2022年 9月開始） 

新規サークルが発足しました。ただいま会員募集

中。一緒にモノづくりを楽しみませんか？ 

活動日：第２・第４水曜日 16：00～17：00 

場所：工房 夢工房 if 

ほかには、 

卓上ゲームサークル、水彩画サークル、ダーツサー

クル、歌・演奏サークル(休止中)があります 

〈サークルに関するお問い合せ：工房 夢工房 if〉 

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土曜に活動中 

日時：10月 29日、11月 26日 

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 

     グランドゴルフ参加しませんか 

   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：10月 17日、11月 14日、12月 12日 

   13：00～15：30  

場所：庄堺公園 多目的広場 

参加費：無料（道具貸出） 

 申込先：工房 夢工房 if （☎0749-23-8896） 

                                                          

 

    （障害福祉サービス事業部門） 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

他にもブックカバーやコインポーチなどの新製品 

を製作中です。 

  出張販売のお知らせ 

◇「ご当地キャラ博 2022」 

10/22（土）、10/23（日）9時～15時頃 

 場所：玄宮園前、金亀公園、四番町スクエア 

◇「三九三九*ひこねマルシェ」 

11/3（木・祝）10時～15時 

場所：四番町スクエア一帯 

◇彦根商店街「ゑびす講」 

11/19（土）、11/20（日）10時半～17時 

場所：中央商店街等一帯 

 少しずつ肌寒い日が増えてきましたね。皆様お変わ

りないでしょうか？ 

 カフェ夢工房 if では、10/25(火)～11/12(土)の期

間中、収穫祭フェアを実施します。 

秋の味覚であるきのこや栗を使ったランチ・デザート

を販売予定ですので、ぜひご賞味くださいませ。 

 今年の秋は「ご当地キャラ博 2022」や「ボランティ

アフェスティバル」、「三九三九*ひこねマルシェ」と

いった大型イベントに参加を予定しています。 

 皆様のご来店、心よりお待ちしています。 

     夢工房 ifメンバー・スタッフ 

 

 
「サマー感謝フェア 2022」の報告 

7/26（火）～8/6（土）まで開催した恒例の「if

にゃんぬり絵イベント」には 19枚の応募がありま

した♪8/2開催の「卓上ゲーム 

で遊ぼう」には 7名の参加が 

ありました。 

刺し子の新商品が仲間入り！ 

◇お薬手帳ケース（2,000円） 

…診察券やお薬手帳をまとめて保管する 

ことができます。刺し子生地なので、 

丈夫で傷みにくいのもポイント◎ 

ぬり絵展示の様子 

フェアのおすすめランチ＆デザート紹介！ 

☆きのこの和風クリームパスタ（600円） 

…クリーミーな味付けの中に 

醤油のコクが感じられる一品。 

秋の人気ランチです。 

☆栗のクレープ（300円） 

…甘く炊いた栗が入った期間限定

のクレープ。ミニクレープのご注

文も承ります。（テイクアウトも可） 



◆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」又は「夢工房 if」で検索 

【ツイッター】「サタデーピア」又は「夢工房 if」で検索 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先一覧】 

 

 

 早いもので、今年も衣替えの季節となりまし

た。季節の変わり目は体調を崩しやすいので、

体調管理には気を付けたいものです。 

 さて今号は、「食欲の秋」、「実りの秋」、「芸術

の秋」、「スポーツの秋」、「学びの秋」・・・いろ

んな秋を実感できるイベントや催しがいっぱい

です。自然の恵みや季節の移ろいを楽しんでい

ただく機会になればうれしいです。 

（Ｈ） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツイッター  インスタグラム 
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