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皆さんは、夢をお持ちでしょうか。
アメリカの黒人解放運動のリーダーであった A・キング牧師は「私には夢があ
る・・・」と静かに話し始め、人種や生まれによる差別がなくなり、人と人とが
助け合い支え合う社会の実現を夢みることの大切さを呼びかけました。
トリノオリンピックの開会式でも流されたビートルズの「イマジン」は、愛と
平和に満たされた世界を想像してみようと歌っています。
私たちの街がこんなふうだったらいいのになあと想像してみたことがありま
すか。その夢の中で、私たちは何をしているでしょうか。
夢を持つ事が困難な時代だからこそ、ひとりではなく、みんなで楽しく、やさ
しい街づくりの夢をふくらませてみませんか。
夢にみた「サタデーピア相談室」と新「夢工房 if」がまもなくオープンいたし
ます。
（真）

～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 ！～

◇ 記念モニュメント作りにご参加ください！！ ◇
日
場

時
所

平成１８年３月１１日（土） 午後２時～
サタデーピア相談室＆新「夢工房 if」
（詳しくは、下記の地図をご覧下さい。）

夢

前回、１月２８日には見学だけとなりましたが、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いよいよ実施します。
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）。
「夢」という字をモニュメントの中に描きます。おかげさまで、サタデーピアとしては、
相談室と「夢工房 if」のオープンという２つの大きな夢が同時に実現しようとしています。
今後のサタデーピアの夢をたくさんふくらませ、みんなのそれぞれの夢や願いをこのモニ
ュメントに込めたいと思います。
完成した建物もご覧いただける最初の機会ともなります。どうぞお気軽にご参加くださ
い。
まことに恐縮ですが、１００円～１０００円程度の参加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。

←新「夢工房 if」とサタデーピア相談
室の地図です。
南彦根駅西口より徒歩５分です。
新住所：彦根市西今町１３２７番地
地図

貼り付け

屋根がアーチ型で、２階の
壁はピンク色です。

３月末のオープンをお楽しみに！

<お問合せ先：サタデーピア

０７４９－２３－６６７９>

夢工房ｉｆ移転、サタデーピア相談室開設！

「記念の集い」

おかげさまで、皆様方の多大なご支援いただき、この度、共同作業所「夢工房 if」の新築
移転、またサタデーピア相談室の新規オープンを迎えることができました。
新装開店に先立って、3 月 24、25、26 日にプレオープンさせていただきます。最終日 26
日には、「記念の集い」とともにささやかなティーパーティを開催いたします。
お気軽にお越し下さい。ご参加いただける場合は、準備の都合上、3 月 18 日（土）までにサ
タデーピア（TEL&FAX 0749-23‐6679）の内池もしくは藤井までお知らせ下さいますようお願
いいたします。

・ 日

時

平成１８年３月２４日（金）、２５日（土）
午後１時～５時

・ 場
※

所

新「夢工房 if」、サタデーピア相談室

新「夢工房 if」とサタデーピア相談室をご覧いただけます。お越しいただく時間
を前もって（できれば３月１８日までに）お知らせいただけると幸いです。

・ 日

程

・ 餅 つ き
※

平成１８年３月２６日（日）
午前１１時～

彦根ファミリー山の会の皆さんのご協力によるお祝いの餅つきです。ついて、丸
めて、みんなで食べましょう！

・ 「記念の集い」 午後１時半～
２時～

集いの受付開始 （参加費１０００円 記念品つき）
「みんなで夢ふくらまそう！
～私たちにもできる優しい街づくり～」

同志社大学 社会学部社会福祉学科 マーサ メンセンディーク先生
３時～ ティーパーティ （歓談交流）

・ 場
※

所

新「夢工房 if」、サタデーピア相談室

この日も、新「夢工房 if」、サタデーピア相談室はご覧いただけます。記念の集
いへのご参加は３月１８日(土)までにお申込みください。会費は当日徴収させてい
ただきます。
【お申込み・お問合せ先】
Tel＆FAX

0749－23－6679

（担当

内池、藤井）

アーチ型の新しい建物が完成しました。いよいよ『夢工房ｉｆ』も新装オープンを迎え
ます。
（もしも夢がかなったら・・・）

本当に大きな夢がひとつ実現です。

引越しの荷物運びの際には、多数の方々にお手伝いをいただきありがとうございました。
あたたかいご支援やご協力を大切にしながら、新たなスタートを切りたいと思います。
３月２８日（火）には、本格オープンの予定です。
「ちょっとコーヒーでも・・・」「クレープ食べに行こう！」などなど、お気軽に『夢
工房ｉｆ』へお越し下さい。
夢工房 if 所長

内池 貴美子

メンバーの方々からのメッセージをご紹介します。
き れ い

・ 新しい建物で中も綺麗で気持ちいいです。お客さんもたくさん来て欲しいです。
【Ｓ】
・ 新しい場所は、毎日がとても気持ちいいです。オープンになり、毎日新鮮な気持
ちで作業していきたいです。

【ピンクパンサー】

・ いやしの時間を、この新しい「ｉｆ」で提供できればいいな。

【ジャム夫】

・ 新鮮なたたみ、木材のいい香りがしました。そして、キッチンがすごく便利に使

えそうみたいです。

【Ｍ】

【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

◆◇

サタデーピア新年会（笑ってメンヘル滋賀支部と合同で）の報告 ◆◇

1 月 28 日の午後、とても寒い中たくさんの方がお集まりくださいました。
第 1 部では、サタデーピア相談室と夢工房 if の工事中の建物をみなで見学し、これからの予
定について話し合いました。建物について様々な工夫のアイデア等もいただいて、今後に向け
てのよい時間が持てたと思います。
第 2 部では、恒例の「落語家

せいきょう

笑福亭生 喬 さんによる落語」を楽しみました。間近で観る落
うず

語はやはり迫力があり、会場は笑いの渦に巻き込まれました。
また、年々進化するサタデーズの漫才も楽しみました。
今年は、3 人トリオの漫才（コント風）でした。更には、
つの

お お ぎ

恒例になりつつある会場から参加者を募 って行う大喜
り

利も大盛況でした。みんなで大いに笑って、楽しんで、
今年もよい 1 年になりそうです。
当日、演者のご都合でプログラムの時間が変更になり、ご迷惑をおかけしてしまいました。
この場を借りて、お詫び申し上げます。

◇◆ サタデーピア勉強会の報告 ◇◆

「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
2 月 4 日（土）に、上記のテーマのサタデーピア勉強会を開催しました。
「自立支援医療費制
度」については、今年の 4 月から施行ということで、約 30 名の方がご参加下さいました。
「障害者自立支援法」の全体の流れについては、彦根保健所の村林氏にお越しいただき、ご
準備いただいた資料をもとに学び合いました。会場からも様々な質問や意見が出ました。
「障害
者自立支援法」については、まだまだ細かな点に関して決定されていないことが多く、今後も
サタデーピアでも勉強会を続けていきたいと思います。
また「自立支援医療費制度」については、彦根市障害福祉課の五坪氏に実際の手続きや今後
の動向について、わかりやすくご説明いただきました。会場からも、たくさん質問が出て、有
意義な時間となりました。また、勉強会終了後には、それぞれの個人的な質問にもお答えいた
だく時間もいただきました。
お忙しい中、お越しくださった村林さん、五坪さん、そして参加者のみなさま、どうもあり
がとうございました。

今回参加できなかった方も、今後の勉強会についてご意見・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

日頃は、サタデーピア、夢工房 if の活動にご協力・ご支援下さりありがとうございます。サ
タデーピアは、皆様の会費で運営されています。
平成 18 年度も、賛助会費の納入をよろしくお願いします。
会員になっていただきますと、隔月のお便りをお手元にお届けするほか、サタデーピアのイ
ベントや勉強会等の参加の優待があります。
身近な方でサタデーピアの活動に興味・関心を持って下さる方がおられましたら、賛助会員
へのお誘いをお願いします。平成 17 年度の年会費がまだの方もよろしくお願いいたします。

会費納入先

★
★

郵便局での払い込み（下記の郵便振替口座までお願いします。）
※申し訳ありませんが、手数料（７０円）が必要になります
夢工房 if、サタデーピア相談室、南彦根クリニックでもお受けしています

◆◆

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
♪ いよいよサタデーピア相談室と夢工房 if のオープンが間近にせまってまいりました。
オープンに先立ち、メンバー・スタッフ共に新しい拠点での活動を開始しています。
新しい環境でのスタートに胸を躍らせています。ひとえに皆さま方のご支援・ご協力のおかげ
です。本当にありがとうございます。
それぞれの活動を軌道に乗せて行く準備はまだまだこれからですが、みんなのサタデーピア
相談室、
「夢工房 if」として、会員の皆さま方と共によりよいものにしていけたらと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
（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

