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サタデーピアは１９９９年１２月に NPO 法人の認証を受けまし
たので今年で１０周年を迎えます。心のバリアフリーをめざして精
神医療や福祉の利用者、ご家族、専門家、市民がともに活動してき
ました。今では利用者とか、ご家族とか、専門家とかそんな背景よ
りも、○○が得意な○○さん、○○を手伝って下さる○○さんとい
つな

うふうに「であること」より「すること、できること」で繋がって
いるように感じています。
ひとむかし

こ うい ん

や

ご と

ふり返れば、
「１０年 一 昔 」とも思えますし、
「光陰矢の如し」の
１０年でもありました。人の成長から考えると、やっと１０歳。身
の回りのことや日常の判断は一人でできるようになる年頃でしょう
は

あゆ

お や ご ころ

か。
「這えば立て、立てば歩めの親心」で見守って下さった皆さまと
ともに、１０年の成長を喜ぶことができればと思います。
（真）

１０周年だよ！全員集合！
～サタデーピア 10 周年記念の集い～
サタデーピア NPO 法人取得 10 周年を記念して、みんなで楽しむ集いを下記の通り開催
します！たくさんの方と楽しい時間が過ごせることを楽しみに、ただいま準備をすすめて
います。ご来場いただいた方への 10 周年記念のおみやげもたくさん用意しています。
どうぞみなさん、お誘い合わせのうえ、お越し下さい。

平成 21 年 11 月 28 日（土）
受付 １３：００～
集い １３：３０～１６：３０

日 時

夢工房ｉｆの
出張販売あり！！
（クレープやケーキ、
飲み物などいっぱい）

さん

ひこね燦ぱれす 多目的ホール

場 所

無料（うれしいおみやげ付き！）

参加費

第1部
お笑いパフォーマンス（漫才・コントなど）
マジックショー（小松電気 マジック小松さん）
音楽ワークショップ 「リズムで遊ぼう！」（伊藤ミュージックスタジオ 高橋賢さん）

第2部
お話 「サタデーピア 10 周年に向けて」
上ノ山 一寛（南彦根クリニック院長）
なつかしのスライドショー、感謝状の贈呈 など
『よっ！』3 号も完成間近!!
当日にお披露目予定です。お楽しみに☆
表紙の色は 1 号は「白」、2 号は「緑」でした。
さて、3 号は何色でしょうか？？
(ヒントは花見だんご・・・です＾＾)
【お問い合わせ】サタデーピア ＴＥＬ ０７４９－２３－６６７９

夢工房 if

秋の収穫祭同時開催!!

今年はサタデーピア 10 周年記念フェアと夢工房 if 秋の収穫祭のコラボレーション！
今秋、農園で採れたばかりの秋の味覚たちがスイーツへと大変身。おいしい魔法をかけ
ちゃいます♪『こんきくらぶ』にも掲載中！お得なクーポン券付き！お見逃しなく！

期 間

平成２１年１１月１０日（火）～１１月２８日（土）

場 所

夢工房ｉｆ

【期間限定で登場 】

ピーナッツパウンドケーキ
【かぼちゃの
豊かな味と香り】

パウンドケーキ
プリン
アイスクリーム

【甘くておいしい♡】

スウィートポテト

いよいよ秋も深まり、冬の足音がしんしんと聞こえてきそうな時期になってきました。
夢工房 if では、昨年より収穫祭をこの時期に催しています。今年、畑をお借りして私た
ちで作った

かぼちゃ

や

落花生

、 さつまいも

を使って特別メニューを作る

予定です。 この機会にぜひ夢工房 if に足を運んでいただき、 バザーもします♪
楽しんでいただけたら、私たちにとってもこの上ない喜び

あつあつクレープの実演販売

です。これからの時期、寒い中のご来店になりますが、

わた菓子もあるかも！？

温かいランチメニューもご用意しています。ご来店を心よりお待ちしております♪
☆

☆ ☆

【夢工房ｉｆ イベント出店のお知らせ】
10 月 31 日（土）ひこねば 2009 オープニングイベント AM10 時～PM4 時 文化プラザ
11 月 8 日（日） シティーマラソン出店
14 日（土） ナイトバザール
12 月 6 日（日） 市場の市
12 日（土）ナイトバザール

AM8 時～

彦根陸上競技場

PM5 時～6 時

花しょうぶ通り

AM8 時～PM1 時 卸売市場‐安食中町
PM5 時～6 時

花しょうぶ通り

今月の夢工房 if
晩秋の候、だんだんと夜の時間が長くなってきました。そんな時には

読書の秋

と言

いたいところですが、ここは 食欲の秋”。夢工房ｉｆは今月もおいしいメニューが勢揃い
です。通常のメニューの他に、１０周年フェアでは期間限定の品も多数用意していますの
でそちらもどうぞお楽しみください。
夢工房ｉｆメンバー、スタッフ一同

☆

☆

☆

喫茶トピックス

工芸トピックス
工芸の目玉商

品、ブローチは

既にクリスマ

ス商品に取り

ブローチ、ビー

ズ製品ともに

贈呈用に箱を

ご用意してい

クッキーです。

ます。

栄養たっぷり

次号では製造

掛かっていま

かぼちゃの

の裏側をご紹

す （写真はツリー）

パウンドケー

介いたします。

の人気商品

キです（限定）

if

就労支援情報コーナー
こんにちは。毎度おなじみお仕事探し隊です！今回は夢工房 if の
「工芸部門」のお仕事にスポットを当ててみたいと思います。
工芸部門の仕事は、刺し子、ブローチ、ビーズ製品など色々あります。どれも細かな作
業ですが、メンバーの皆さんは“ゆっくり丁寧に”をいつも心がけて製作されています。
中にはデザインから考案し、仕上げまで一人で行う方もいます。手工芸は女性だけでなく、
男性でもとても上手にされていますよ。
一つ一つ時間をかけて作っている商品だからこそ、買ってもらえた時の
喜びも大きいのだそう。何でも if のオリジナルキャラクターも考え中だ
とか。今後もどんな商品が出てくるのか楽しみです。ではまた次号～。
【お問い合わせ・ご注文は】夢工房 if

℡ ０７４９－２３－８８９６

ＮＰＯ法人サタデーピア 「心の相談室」のご案内
「心の相談室」では専門相談のお申し込みをお受けしております。
臨床心理士、精神保健福祉士が専門スタッフとして、30 分から 80 分の時間枠で専門相談
に応じます。

なお、この相談事業はサタデーピア会員の方を対象としており、利用料を

設けさせていただいております。利用料はサタデーピアの活動資金となりますことをご理
解いただき、ご協力の程どうぞよろしくお願いいたします。
「心の相談室」ＴＥＬ

０７４９－２３－６６７９

サタデーピア ピアサポートクラブ
サタデーピアでは、一昨年の８月からピアカウンセラー養成講座修了者を中心に、ピア
カウンセリング・ピアサポートの活動を始めました。
原則、毎月第１木曜日の午後２時から３時頃まで、サタデーピア２階のグループ室にて
実施しています。１２月３日、１月７日、２月４日、３月４日を予定しております。
ピアカウンセラー養成講座修了者の方だけでなく、受講中の方や、受講したことがない
方でもご参加いただけます。ちょっとした相談があるという方や関心がある方は、どうぞ
お気軽にご参加ください。なお、参加を希望される方は、前日までに下記までお申し込み
ください。
【お申し込み・お問い合わせ】 TEL

０７４９－２３－６６７９

ピアカウンセラー養成講座
毎年好評をいただいておりますピアカウンセラー養成講座は、今年度大津会場（
「オアシ
スの郷」）は無事終了し、多くの受講生の中から４名の方が修了証書を手にされました。南
彦根会場（「心の相談室」
）は、来年２月まで開講予定ですがキャンセル待ちの状況が続い
ています。来年度も４月以降の開講を予定しております。参加希望、お問い合わせについ
ては下記サタデーピア「心の相談室」までご連絡ください。
【お申し込み・お問い合わせ】
「心の相談室」

TEL

０７４９－２３－６６７９

ご案内◆サタデーピア新年会

初笑い！ 落語家さんと遊ぶ! PART８
主催： 日本笑い学会・笑ってメンタルヘルス滋賀支部
共催： ＮＰＯ法人サタデーピア

日 時

平成 22 年 1 月 23 日（土）
午後３時～５時
せ

出

演

落語家

い きょう

笑福亭生喬さん
せいじゅ

笑福亭生寿さん
その他

パフォーマンス、落語教室、大喜利など（予定）

場

地域生活支援センターまな２階

所

◆◆ 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）
尚、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。

編集後記

朝夕はオータム…。「おお寒む」なんつって。今年も年内最終号の運びとなりました。昨年 11 月
から請け負った一年の成果が出せると良いのですが。えっ？何のことかって？ このお便りの編集
は夢工房ｉｆのメンバーが中心となって一年間関わってきたのです。しょうもないことを言うのも、
余裕の表れか、天然なのか。自分でも分からないぞよ。１１月は収穫祭や１０周年記念イベントがあ
ります。スタッフ、メンバー一同気合を入れて頑張りますのでご期待ください。

（チャロメ）

サタデーピア便りは、ホームページでもご覧頂けます
(★☆ホームページは定期更新！最新情報掲載♪ぜひご覧ください☆★)

