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元気に新たな一歩を・・・
ことのほか寒さが厳しかったこの冬も、ようやく暖かさを感じられる今日この頃となりまし
しんかん

ご うう

た。日本中を震撼させた「東日本大震災・津波・原発」
、秋には「台風の豪雨」による大災害、
記録的寒波による「大雪」などなど。日頃は大自然の恵みに感謝ですが、自然のこわさも実感
させられたこの１年でした。さらには、この苦難を乗り越えるべく頑張っている人々の姿にも
目を見張るばかりです。
平成 24 年度を迎えるにあたって、この節目に私たちも新たな気持ちを持っていかなければ
と思っています。おかげさまで「夢工房ｉｆ」も自立支援事業所に移行して 5 年目を迎える事
が出来ました。一般就労を視野に入れた就職支援とともに、事業所内での働く環境整備を行い
充実した生産活動ができるよう新たな場所で活動を始めています。ご支援・ご協力下さった多
くの皆様に感謝しています。小さな力でも働いている事の充実感をみんなで共有できる事業所
でありたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いします。
(貴)

希望と夢に思いをのせて・・・

夢工房 if

事業説明会の報告

2 月 4 日（土）夢工房 if の事業説明会を行いました。サタデーピア理事長より事業所移
転の経緯の説明の後、夢工房 if 所長、スタッフから事業内容の説明、移転に向けての計画、
準備状況の報告を行いました。後半は、移転先事業所の見学をしました。改修工事の状況
や建物の外観、位置関係などを確認し合いました。説明会には夢工房 if 利用者、ご家族、
会員の方、合わせて約 30 名の参加がありました。
※事業拡充に伴い、資金援助のお願いもさせていただきましたところ、多くの方からご寄
付等のお申し出をいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。尚、引き続きのご
支援ご協力どうぞよろしくお願いいたします。寄付等の払い込みについては、最後のペー
ジにありますサタデーピアの郵便振替口座宛にお願いいたします。手数料不要の用紙（払
込取扱票）をご用意しておりますので、お申し付け下さい。

新事業所見学会のご案内
利用者、ご家族、サタデーピア会員向けに新事業所の完成内覧会とリニューアルした「夢
工房 if」のお披露目を行います。
新製品のクッキーやマカロンの先行販売をします。試食もしていただく予定です♪
（※関係者、公的機関の方を含めたオープンな見学会も後日予定しています）

日時：3 月 24 日（土）午後 2 時～4 時頃まで
集合場所：サタデーピア１階 夢工房 if（今までの if の場所です）

サタデーピア

総会のご案内

皆さまには日頃から、様々な形でご支援を賜り、誠にありがとうございます。
サタデーピアの今年度の活動報告や来年度の活動計画を話し合うサタデーピア総会を下記
の通り行います。会員の皆さまは、ご出席よろしくお願いいたします。
また、今回は総会のあとに、第 2 回「if-1 グランプリ」を開催する予定です。漫才・コ
ント・一発芸に限らず、詩の朗読や体験発表などなど…エントリー希望者はサタデーピア
までご連絡ください。
（☎0749-23-6679）
日

時：５月１６日（土）１４時～総会
１５時～１６時頃「if-1 グランプリ 2012」

場

所：サタデーピア１階 夢工房 if（今までの if の場所です）

サタデーピアの定例活動コーナー
♪家族の♪井戸端会議
１月の井戸端会議は 13 名が集まり、ちゃんこ鍋を囲んでわいわいガヤガヤ大賑わいでし
た。持ち寄りの手作り山菜おこわ、米粉シフォンケーキ、ういろう等をお腹いっぱいいた
だき、家族のパワー満開のひとときを過ごしました。2 月は極寒の中 6 名の参加でした。近
況報告や情報交換をしました。また、夢工房 if のランチタイムのボランティア募集に何人
かが申し出て手伝う日を決めました。

（真＆野）

☆次回の井戸端会議（毎月第三土曜日定例）
日

時

2012 年 3 月 17 日（土）
、4 月 21 日（土）、5 月 19 日（土）
午後 2 時～4 時頃

場 所

サタデーピア 2 階グループ室

参加費

200 円

ピアサポートクラブ
★ピアサポ・レポート
1 月は if のケーキや持ち寄りのお菓子で新年会を開き、新年度の計画などを話し合って
楽しく盛り上がりました。2 月は例年にない大雪に見舞われましたが、2 名の「勇士」がご
参加下さいました。3 月は久々の暖かさの中でゆっくりとした時間を過ごし、悩みを分かち
合うことができました。

（真）

☆次回のピアサポートクラブ（毎月第一木曜日定例）※5 月のみ連休のため第二木曜。
日

時

2012 年 4 月 5 日（木）、5 月 10 日（木）
、6 月 7 日（木）
いずれも午後 2 時～3 時半頃まで

場

所

サタデーピア 2 階グループ室

参加費

無料

※準備の都合上、参加希望の方はサタデーピアまでご連絡下さい（☎0749-23-6679）

ピアカウンセラー養成講座
平成 24 年度

ピアカウンセラー養成講座 開催日程

毎年好評をいただいておりますサタデーピア・ピアカウンセラー養成講座の日程をご案
内いたします。今年度も通年 6 回の講座の他に、3 日間の集中講座を予定しております。滋
賀県の委託事業が一昨年で終了となりましたので、受講料を設定させていただいておりま
す。ピアカウンセリングに関心をお持ちの当事者・ご家族や関係機関スタッフ、これまで
の講座を受講され、修了されていない方もぜひもう一度チャレンジしてみて下さい。お申
込みの受付は 4 月以降となります。4 月以降、下記サタデーピア「心の相談室」までお電話
下さるか、直接おいで下さり所定の申込用紙に必要事項をご記入のうえ、お申し込み下さ
い。

サタデーピアのホームページから申込用紙をダウンロードしていただくこともでき

ます。詳細のお問い合わせや受講料の負担が困難な方もご相談下さい。
通年講座
（第 1 回のみ第四、他

集中講座

第二木曜）

時間：午後 1 時半～4 時半

秋頃 開催予定

参加費 1 回：会員 1,000 円
非会員 2,000 円
第1回

5 月 24 日（木）

第2回

6 月 14 日（木）

第一日目 午後 1 時～午後 5 時
二日目 午前 10 時～午後 5 時
三日目 午前 10 時～午後 5 時
計

第3回

7 月 12 日（木）

第4回

9 月 13 日（木）

第5回

10 月 11 日（木）

第6回

11 月 8 日（木）

16 時間

参加費：全日程 会員 8,000 円
非会員 16,000 円

※

都合により、日程が変更になる場合があります。

※

集中講座は、参加希望者が少ない場合中止させていただくことがあります。

場所： サタデーピア「心の相談室」 （JR 南彦根駅西口より徒歩 5 分）
定員： ８名
お申込み・問い合わせ：NPO 法人サタデーピア「心の相談室」
電話番号 ０７４９－２３－６６７９
FAX 番号 ０７４９－４６－３３６１

サタデーピア

平成 24 年度

ピア活動一覧

 ピアカウンセラー養成講座
24 年度のピアカウンセラー養成講座は左記の通り、3 時間 6 回の通年講座と 3 日間 16 時
間の集中講座を予定しています。毎年多くの方が熱心に受講され、23 年度は 16 名の方が修
了され、通算の修了者は 57 名になりました。修了者によるピア活動の拡がりと充実のため
にも、ますます多くの方に受講していただきますようお待ちしています。

 ピアサポートフォーラム
多くの皆様にピアサポート活動を知っていただき、ピアサポーターの活動の場を広げる
ために、24 年度も第 5 回目となるピアサポートフォーラムを開催したいと考えています。
開催日時や内容については未定ですが、ピア活動の実際を分かち合い、元気を分け合える
ようなフォーラムになればと思います。実行委員としてご参加下さる方を募集します。

 ピアサポートクラブ（修了者及び修了を目指す方、受講希望の方対象）
毎月第一木曜（5 月は第二）午後 2 時～3 時半頃、サタデーピア 2 階グループ室において、
グループピアカウンセリングを実施しています。ピアカウンセラー養成講座のテキストに
沿って、グループでピアカウンセリングを実施し、参加者それぞれの悩みに向き合います。
参加希望の方は前日までに下記にご連絡下さい。

 ピアサポーター派遣事業（修了者対象）
毎月第三木曜午後、地域生活支援センター「まな」のピアグループ「トークボックスピ
ア」に、ピアスタッフとして 2 名の修了者を派遣しています。
サタデーピアピアカウンセラー養成講座を修了し、その後ピアサポートクラブやスキル
けんさん

アップ研修で研鑽を重ねているピアカウンセラー・ピアサポーターを地域生活支援センタ
ー、地域活動センター、医療機関等に派遣いたします。派遣希望は下記までご連絡下さい。

 ピアカウンセリングスキルアップ研修会（修了者対象）
ピアカウンセラー養成講座修了者を対象に、年 3 回程度のスキルアップ研修会を予定し
ています。23 年度は 9 月の研修会は台風のため中止とさせていただき、1 月と 3 月に実施
しました。24 年度も更なる研修やスーパービジョンの機会として、スキルアップ研修会を
実施する予定です。

【このページのお問合わせ・お申し込み先】
NPO 法人 サタデーピア「心の相談室」 TEL

0749-23-6679

GREETING
4 月以降、夢工房ｉｆは新たに独立した製造所を設け、事業を拡充します。
(関連記事 2 ページ目にもあります) 事業拡充に伴い、皆さまには様々な形でご支
援いただきありがとうございます。現在 if では事業所移転と喫茶店のリニューアル
オープンに向けて、メンバー・スタッフともに張りきって準備を進めています。
皆さんのご来店お待ちしています。
夢工房 if メンバー・スタッフ一同

4 月以降の事業体制
新設する製造所では、主にお菓子類の製造、工芸製品の製作、事業部のパソコン業務な
どの作業を行います。リニューアル予定の「クレープ喫茶＆ランチ 夢工房 if」では、製
造所で作った商品の販売、喫茶営業をします。自立支援事業所の拠点を移転し、今後は製
造部門と販売部門を分けて事業展開していきます。
自立支援事業所
夢工房 if

クレープ喫茶＆ランチ

製造

販売

夢工房 if

ADDRESS
＜自立支援事業所＞
〒522-0043
彦根市小泉町 620-64
TEL 0749-23-8896
＜クレープ喫茶＆ランチ＞
〒522-0054
彦根市西今町 1327 番地
(今までの if の場所です)

お店がリニューアルします！
☆新しいメニューが続々登場。クッキーのパッケージも新しくなります。
☆お店の内装をイメージチェンジ♪カフェらしい華やかな雰囲気に。
【休業日のお知らせ】
事業所移転と「喫茶 夢工房 if」のリニューアルオープンの準備のため、3 月 12 日（月）～
3 月 26 日（月）までは休業日とさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが、宜しくお願
いします。尚、3 月 27 日（火）から営業を開始します。どうぞご期待ください！

リニューアルオープン記念・春の大感謝祭
～スプリングフェア～
期間：3 月 27 日(火)～4 月 7 日(土)
場所：クレープ喫茶＆ランチ 夢工房 if
（今までの if の場所です）

内容：
期間限定メニュー
☆オムライス

お客様からのご要望の多かった待望のランチが期間限定で登場

☆朝摘みいちごクレープ

毎年大人気のフレッシュな味わい

☆カスタードクリームクレープ

甘さ控えめ手作りカスタードが程よく口に広が

ります

☆ダブルクリームクレープ

2 種類のクリームをふんだんに使った豪勢な一品

（生クリーム＆カスタードクリーム）
他にも

マカロンも期間限定で販売します

★新作クッキーが続々仲間入り
ご贈答用に詰め合わせはいかがですか？

外はサクサク
中はもっちり

※チェック！！
スプリングフェア特典

フェア期間中のみ（3 月 27 日～4 月 7 日まで）

単品ドリンクご注文の方に if 新作クッキーが付きます

こんきくらぶ特典

4 月 28 日（土)まで

夢工房 if がこんきくらぶ 4 月号に掲載されます。お得なクーポン券
付き!!
「ランチご注文の方に if 新作クッキーをプレゼント」!!

心の相談室のご案内
「心の相談室」では臨床心理士、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、心理カウンセリングを実施しています。尚、この相談事業には利用料を設定してお
ります。利用料は寄付として、サタデーピアの精神保健福祉にかかる活動の資金とさせていただい
ています。

◆平成

24 年度サタデーピア年会費納入及び寄付のお願い◆

日頃は、サタデーピアの活動にご協力、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。引き続き、賛助会費の納入をよろしく
お願いいたします。
また、事業拡充につきましても、ますますのご支援をお願いいたします m(__)m
会費納入方法

★手数料不要の払込用紙を同封させていただいております。
また、年会費とあわせて事業拡充に伴うご寄付もいただければ幸いです。
詳細は通信欄にお書きいただきますようお願いいたします。

◆◆
賛助会員
賛助団体

賛助会員＆団体（いつでも）募集中 ◆◆
入会金２０００円 年会費（一口）３０００円
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
雪も一段落して晴れる日が多くなりましたね♪朝は冷えますが、日中は春らしい風が吹き心
地良いです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？「クレープ喫茶＆ランチ

夢工房 if」で

は 3 月 27 日から始まるスプリングフェアと同時にリニューアルオープンし、
「カフェ夢工房

if」として生まれ変わります。心機一転メンバーとスタッフともに頑張ります。スプリング

フェアでは新たにランチメニューとして、オムライスが加わります。試作を重ねた新作クッ
キーもいよいよ登場します。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
（K.K）

東日本大震災への義援金ありがとうございました
２０１１年３月より夢工房 if のレジ横に設置していた義援金箱に１２，１４８円集まりました。
２０１２年１月３０日に『福島県災害対策本部』へ１２，１４８円を送金いたしました。今後も末永く応援
し続けていければと思います。

サタデーピアわくわくニュース★（ブログ）毎週更新しています。
パソコンや携帯からご覧いただけます。
「お気に入り」に是非ご登録ください。
↓↓サタデーピア HP トップページ下部に入口があります。こちらからどうぞ↓↓

http://www.satade-pia.net

