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明けましておめでとうございます。
年末から全国的に大雪が続いて、これから迎える真冬の厳しさが思いやられる新
年になりました。お正月の明るい話題といえば、高校ラグビーや高校サッカーで
の近畿勢の活躍です。高校ラグビーの京都代表・伏見工の日本一に続いて、サッ
カーでは滋賀代表の野洲高校が初優勝を飾りました。高校生のはつらつとしたプ
レーを観ていると明日に希望が持てるような気持ちになるのは不思議です。
さて、今年 NPO 法人サタデーピアは七回目の新年を迎え、大きく飛躍しよう
としています。昨年来皆さまにご支援ご協力をお願いして参りました新しい建物
がまもなく完成し、新しい場所で新しい活動に取り組むことができるようになり
ます。従来からご利用いただいてきた喫茶「夢工房 if」は 2 月に移転し、3 月末
にはより充実した内容で新装オープンいたします。
誰にも理解されないと苦しんでいる方や心を閉ざしている方が孤立すること
がないように、私たちらしい私たちにしかできない活動を考えています。一人ひ
とりを大切にする実践を通して、この街に「優しさの連鎖」をひろげることがで
きるようにと思いを新たにしています。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
（真）

◆◇ リビングスキルズ研修会の報告 ◆◇
第 2 回「植物を使って生活に癒しを取り入れましょう！」
昨年の１１月１９日に第２回目のリビングスキルズ（Living Skills、
生活に必要な技能）研修会を開催しました。
生活に必要な技能の中でも今回は、
「植物を使って生活に癒しを取り
入れましょう！」という企画で、すずらん調剤薬局の長谷川さんを講
師にクリスマスに向けたリースとミニ・ツリーを作りました。
材料は同じでも、完成したものはそれぞれの個性が光った素敵なも
のに仕上がりました。参加者の方からいただいた感想をご紹介します。
・ 丁寧に教えていただき、楽しく作れました。家でも作ってみたいです。
・ 上手に作れるか心配でしたが、部屋中に木のやさしい香りが漂ってい
て、落ち着いた気分で作れました。

↑こんなに素敵な作品ができまし

・ 部屋に自分の作った緑があると、日常生活にちょっとゆとりが持てそうです。

等々

今後もいろんなリビングスキルの研修会をしていきたいと思っています。第 3 回は現在のと
ころ未定ですがこんなスキルを身につけたいという意見がございましたら、ぜひお寄せ下さい。
また、講師をしてくださる方も募集中です。自薦、他薦は問いません。サタデーピア事務所
（0749-23-6679）まで、ご一報下さい。

◆◇

サタデーピア懇話会の報告

◆◇

「サタデーピア相談室開設＆夢工房 if の移転の現状報告会」と「サタデーピア年忘れ会」
昨年 12 月 17 日（土）に、上記の２つのテーマを兼ねたサタデーピア懇話会を開催しました。
とても寒い日でしたが、16 名の方がご参加くださいました。サタデーピアの理事より、現在建
築中のサタデーピア相談室そして夢工房 if の現状報告をしました。参加者の方々から質問もい
ただいて 1 時間ほどの報告会となりました。
その後、「サタデーピア年忘れ会」ということで、夢工房 if
の年忘れ会限定メニューの柿ようかん、柿ムース、レモンシャ
ーベットを食べながらお話をしました。それぞれの近況を話し
合ったり、サタデーピアや夢工房 if の今後について話し合った
りしました。おいしいものを食べながら、ゆったりした時間を
共有できました。更には、それぞれの方のサタデーピアや夢工
房 if への希望や期待をお聞きする事ができました。

今回参加できなかった方も、今後の活動についてご意見・ご要望等ございましたら、お
気軽に下記までご連絡下さい。
ＮＰＯ法人サタデーピア

TEL&FAX ０７４９－２３－６６７９

◇◆ サタデーピア新年会（笑ってメンヘル滋賀支部と合同で） ◇◆
日

程

平成１８年１月２８日（土）

今年は、第１部と第２部の構成になっております。詳細は下記のとおりです。
お気軽にご参加下さい。
本年もみなさまにとって、幸多き年となりますように…。
～サタデーピア相談室＆夢工房 if の壁をみんなで楽しく彩りましょう ！～

◇ 第 1 部 記念モニュメント作りにご参加ください！！ ◇
時
場

間
所

午後１時３０分～
サタデーピア相談室＆夢工房 if の建設中のところに集合です
（詳しくは、裏表紙の地図をご覧下さい。）
雲と虹のつもりです。

サタデーピア・夢工房 if のシンボルとなるような雲と虹のモニュメントを、新しい建物に残すイベン
トを企画しました。新しい建物の入り口横の壁にビー玉、ガラス片や小さなタイル等を貼って記念モ
ニュメントを作ります（埋め込む物はこちらでご用意いたします）。ぜひご参加ください。
まことに恐縮ですが、１００円～１０００円程度のカンパをお願いさせていただく予定です。よろし
くお願い申し上げます。

◇ 第２部 初笑い 落語家さんと遊ぶ！ Part４ ◇
～ 主催：日本笑い学会・笑ってメンタルヘルス滋賀支部～

時 間
場 所
メインゲスト
参加費

午後３時～
南彦根クリニック ２階
落語家 笑福亭 生喬さん
３００円

恒例の笑ってメンタルヘルス滋賀さんとの合同新年会です。今年もみんなで笑って、たくさ
んの福を呼び込みましょう！
もちろん恒例の落語家 笑福亭生喬さんも来られます。落語家さんと一緒に大いに笑って遊ん
で楽しみましょう。どうぞお楽しみに☆

プログラム
３：００ 受付開始
３：３０ 開会のあいさつ
３：４０ 「落語」
４：１０ 休憩
４：２０ 「落語教室～落語家さんと遊ぶ」
４：４５ 閉会のあいさつ
４：５５ アンケート記入・回収
<お問合せ先：サタデーピア

０７４９－２３－６６７９>

◇◆ サタデーピア勉強会のご案内 ◇◆

「精神保健福祉に関する最新の情報を学びましょう ！ 」 パート３
～障害者自立支援法～ 自立支援医療費制度を中心に
昨年の 4 月、10 月に、勉強会「精神保健福祉に関する最新の情報を学びましょう！」のパ
ート１、パート２を開催し、障害者自立支援法に関する様々な施策の動向を学んできました。
これまでの通院医療費公費負担制度に代わって、今年 4 月に「自立支援医療費制度」が施行さ
れます。今回のパート３では「障害者自立支援法」の全体の流れと、
「自立支援医療費制度」
について勉強します。彦根保健所の担当者の方と彦根市障害福祉課の五坪氏に来ていただいて、
実際的なお話を伺います。
現在、通院医療費公費負担制度を利用されている方も、今後利用を考えていらっしゃる方も、
ぜひご参加ください。どのように制度が変わるのか、共に学び合いましょう。

日
場
講

時
所
師

平成１８年２月４日（土） 午後２時～４時
南彦根クリニック
「障害者自立支援法の流れについて」
滋賀県湖東地域振興局 地域健康福祉部 彦根保健所 担当者
「自立支援医療費制度について」

参加費

無

料

彦根市障害福祉課 五坪氏

（会員・非会員ともに）

◇◆ いよいよです。 サタデーピア相談室開所！ 夢工房 if 移転！！ ◇◆
昨年から、準備を進めてきましたサタデーピア相談室の開所と夢工房 if の移転
がいよいよ迫ってまいりました。建物は 2 月中旬に完成予定です。新規オープン
の日程等、詳細は３月号のサタデーピア便りにてお知らせいたします。
場所は裏表紙の地図をご覧下さい。以前より来ていただきやすい場所にありま
すので、たくさんの方々にお越しいただけたら嬉しいです。
お蔭をもちまして、資金集めについてもサタデーピア会員の方々のみならずい
ろいろな方にご協力いただき、大変励まされております。本当にどうもありがと
うございます。度々のお願いで大変恐縮ですが、引き続きご支援のほどよろしく
お願い申し上げます。
また、振込み用紙が重ねて入っていた方、申し訳ござ
いません。この場を借りて、お詫び申し上げます（郵送し
ている方には、すべて同封させていただいております）。

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。さて、昨年より進め
てまいりました「夢工房 if」の移転がいよいよ間近にせまり、あわただしい年明けとなり
ました。多くの皆様のご支援・ご協力のおかげと感謝しております。念願の新しい作業所
でみんなが元気にスタートできますよう祈っています。地域に開けたよりよい作業所「夢
工房 if」として、スタッフ・メンバー共々心新たに頑張ってまいりたいと思います。桜の
つぼみがつく頃に、笑顔でみなさまのお越しをお待ちしています。
今後とも引き続きご支援をよろしくお願いします。
夢工房 if 所長
内池 貴美子
作業所は新しくなりますが、
今までと変わりなくみんなで
もっとクレープ焼き

楽しくボチボチとやっていき

がうまくなりたいで

ましょう

す。

ウルトラの母

人生はあすのこと
わからないでしょう
M

リキ
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早く社会復帰したい
です。

明けましておめでとうございます。

one だふる

6 年目のスタートを新しい作業所で
迎えさせてもらえる事を大変嬉し
く思います。

毎日、毎日、毎年、毎年、
「早く病気が治り

メンバー、スタッフが個々の目標を

ますよう」と言っては、毎日同じくり返し

大切にしながら、共に歩んで行きた

ですが、今はゆっくり if で力をたくわえ、

いです。

力をつけたいです。

のれん

ピンクパンサー

今年の喫茶「夢工房 if」の営業は…
1 月は従来どおりの営業となります（毎週日、月曜日が定休日）。
2 月から 3 月末のオープンまでの間は、移転準備のため、勝手ながら喫茶「夢工房 if」は休業
させていただきます。 営業開始についての詳細は、3 月号のお便りでお知らせいたします。
【夢工房ifからのお願い】
・ お酒のパック 1.8ℓ、２ℓ、３ℓ 集めています（クッションの製作に使います。特に３ℓをお願いします）
・ 牛乳パックも引き続き集めています
---どちらも水洗いをお願いします。
いただける場合は、夢工房 if までお知らせください。
夢工房 if のお問合せ先

Tel

０７４９－２３－８８９６

右記が、３月末より開所予定の場所
の地図です。
「夢工房 if」のメニューを、今まで
よりちょっとバージョンアップしよう
と考え中です。また、駐車場も近くに
お借りする予定です。お越しいただく
方それぞれが、楽しい時間を持てたり、
地図

日常生活での疲れやしんどさをふっと

貼り付け

癒せたりという場所になればいいなと
期待に胸を膨らませています。

屋根はアーチ型。２階の壁
はピンク色です。
新住所：彦根市西今町 1327

◆◆ 賛助会員＆団体（いつでも）募集中 ◆◆
賛助会員
入会金２０００円 年会費（一口）３０００円
賛助団体
入会金５０００円 年会費（一口）５０００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
（会費の納入が困難な方は、入会金・会費の減免制度があります。ご相談ください）
※

平成１６年、１７年度の会費がまだの方はよろしくお願いいたします。

尚、退会を希望される方はお手数ですが、ご一報いただきますようお願い申し上げます。

編集後記
♪

新年あけましておめでとうございます。
おかげざまで、いよいよ今年の３月にサタデーピア相談室の開設と夢工房 if の移転が迫

ってまいりました。 今年はサタデーピアにとっても夢工房 if にとっても大きな転換の年
となります。これまで継続してきた勉強会や懇話会等の活動に加え、様々な新しいイベン
トや企画等も予定しておりますので、みなさまぜひご参加下さい。
みなさま方にとって、幸多き年となりますよう心よりお祈り申し上げます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

（むささび）

サタデーピア便りは、南彦根クリニックのホームページでもご覧頂けます

http://www.biwako.ne.jp/~mihikocl

