
サタデーピア設立 15周年記念『よっ！』4号は、まも

なく発行です。サタデーピアの仲間たちのメッセージが

満載です。4月以降カフェにも置く予定です。楽しく

て、ためになる冊子をぜひ手に取ってみて下さいね。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
～春の大感謝祭～ 

お待ちかねのスプリングフェアの時期がやってき

ました。今年も季節限定メニューを多数ご用意して、

ご来店をお待ちしています。また、フェア期間中の土

曜日にはイベントを開催します。皆様お誘い合わせの

うえ、是非ご参加ください（^ ^）／♪ 

期間：3月 24日（火）～4月 11 日（土） 
場所：カフェ 夢工房 if 
営業時間：(火～金)11:30～17:00 (土) 11:30～18:00 
定休日：日・月・祝 

＜土曜イベントのご案内＞ 
3/28（土）午後 2時～4時 参加費：無料 

4/4（土）午後 2時～3時 参加費：200円(ドリンク付) 
「15周年記念お餅つき大会」 

  

4/11（土）午後 3時～4時 参加費：無料 
「フルートとピアノの音色＆楽しいお話し会」 

  

 

「春の爆笑！サタデーピア祭り」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 
サタデーピア「事業報告会」のご案内 

日頃はサタデーピアの活動にご支援・ご協力を賜り、

誠にありがとうございます。サタデーピアの平成 26
年度の事業報告会を下記の通り行います。正・賛助会

員の方だけでなく、関心をお持ちの多くの皆様のご参

加をお願いいたします。 

ショートケーキの日 

皆さんはじめまして。初めてこの巻頭言を書かせていただきますメンです。平成 26年度から理事をさせてい

ただいています。3月に入り、だんだんと暖かい陽気に包まれてきました。春はもうすぐそこまで来ています。

彦根の開花予想も今年は平年並みか少し早いようで 4月 1日に開花と予想されています。楽しみですね。一方で、

ここ最近は日々に追われ、なかなか景色の変化や季節の移り変わりを意識できていないと感じています。気分の

リフレッシュやリラックスを上手にしないとなぁと思います。――そこで皆さんに「頭の体操問題」です。 

「ショートケーキの日」というのを知っていますか？毎月 1 日～28 日のうちのある日が、その日に該

当するらしいのですが、一体いつでしょうか？カレンダーをイメージしてみるとすぐに分かるかもし

れません。 

・・・答えは 22 日です。理由は上に 15（イチゴ）があるからだそうです。ショートケーキではあり

ませんが、夢工房 if のスプリングフェアでは、定番の朝摘みいちごクレープに加えて、今回初めてパフェ

を販売します。また、フェア中は様々なイベントも開催しますので、ぜひご一緒に楽しみましょう。 

サタデーピア 15 周年記念冊子『よっ！』4 号もいよいよ発行です。    （メン）  
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サタデーピア 15周年記念事業 

認定 NPO法人サタデーピア事業報告会 

自立支援事業所「夢工房 if」についても報告します 

日時 4月 23日（木）14:30～16:00頃 

場所 カフェ 夢工房 if 

（3 ページ目にも関連記事があります） 



 

場所：地域生活支援センターまな２階 
定員：12名 
お申込み・お問い合わせ：地域生活支援センターまな  

Tel 0749-21-2192 Fax 0749-21-2193 

平成 27 年度「サタデーピア総会」のお知らせ 

平成 26年度の事業報告ならびに 27年度の事業案・

予算を決定する総会を 5 月 28 日（木）午後 4 時半か

ら予定しています。正会員の皆様には別途、ご案内い

たしますのでご出席お願いいたします。 
※総会はサタデーピア正会員で行います。 

 
 

 ピアカウンセラー養成講座（通年講座） 

平成 27 年度ピアカウンセラー養成講座を下記の通

り開催します。ピアカウンセリングに関心をお持ちの

方はこの機会にぜひお申し込み下さい。参加ご希望の

方は所定の申込用紙に必要事項をご記入のうえ、「地

域生活支援センターまな」にお申し込み下さい。申込

用紙は「まな」および「サタデーピア」のホームペー

ジからダウンロードできます。 
☆「まな」http://www.center-mana.net 
☆「サタデーピア」http://www.satade-pia.net 
 

通年講座日程

時間：午後 1時半～4時半 

 （毎月、第三木曜に開催予定） 

参加費 1回：当事者・ご家族 1,000 円 

 関係機関スタッフ 2,000円 

第 1回 5月 21 日（木） 

第 2回 6月 18 日（木） 

第 3回 7月 16 日（木） 

第 4回 9月 17 日（木） 

第 5回 10月 15 日（木） 

第 6回 11月 19 日（木） 

※都合により、日程が変更になる場合があります。 

 
 
 
 

 ピアカウンセラースキルアップ研修会 

ピアカウンセラー養成講座修了者を対象とした今年度

のスキルアップ研修会は「アクションメソッドを学んで、

心と身体をしなやかに!!」をテーマに 3月 19 日に開催い

たします。 

 ピアサポートクラブ（毎月第 1木曜日定例） 

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定例のピア活動です。 

 講座で学んだピアカウンセリングやグループ運営

のスキルを使って、グループピアカウンセリングを実

践しています。ピアカウンセラー、ピアスタッフとし

ての活動を希望される方は、ぜひご参加下さい。 

☆

 

今後のピアサポートクラブ予定 

 

 

 

 

 ピアスタッフ派遣事業 

（ピアカウンセラー養成講座修了者対象） 

地域生活支援センターや自立支援事業所などに、 

ピアサポーター・ピアカウンセラーを派遣する事業を

行っています。サタデーピアのピアサポート事業に登

録している講座修了者をピアスタッフとして派遣し

ます。関心をお持ちの事業所は、お問い合わせ下さい。 

 

♪家族の♪井戸端会議 （毎月第 3土曜日定例） 

家族の井戸端会議は当事者のご家族が日頃の思いを

話し合い、支えあう集まりです。 

1月の井戸端会議は、一日中雪の降る日でした。参

加者 5名と少なかったものの、ifのクレープやケーキ

などそれぞれ好きなスイーツを注文し、ほっこりした

時間となりました。2月は味噌作りに参加しました。 

（貴） 

☆

 

今後の♪家族の♪井戸端会議予定 

 

 

 

 

日 時  4月 18日（土）、5月 16日（土） 

    （＊3 月は祝日のため、井戸端会議はお休みです） 

     午後 2時～4時頃まで 

場 所 サタデーピア 2階グループ室 

参加費 200円 

※準備の都合上、参加希望の方は「工房 夢工房 if」 

（23－8896）までご連絡下さい。 

 

 

 

 

日 時  3月 5日（木）、4月 2日（木）、 

5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） 

 

 

http://www.center-mana.net/�
http://www.satade-pia.net/�


 

    「初笑い！落語家さんと遊ぶ part13」の報告 

 1 月 31日（土）、笑ってメンヘル合同新年会を「地

域生活支援センターまな」にて開催しました。今年も

笑福亭生喬さん、生寿さんの落語を楽しみ、後半はお

二人の踊り「やっこさん」を鑑賞しました。芸の趣向

を広げることができ、何ともぜいたくなひと時でした。

生喬さん、生寿さんありがとうございました♪（メン） 

 

    「リビングスキルズ研修会」の報告 

 2 月 21日（土）、大人 5名、小学生 1名の参加者と 

if のメンバーで味噌作りを行いました。サタデーピア 

サポーターの林さん（本業は大工さん）にアドバイス 

をいただきながら、和気あいあいと楽しい味噌作り体 

験となりました。今年はこうじ作りにも挑戦しました。 

2週間がかりでしたが、おいしいお味噌になるよう、 

楽しみにしたいと思います。ご参加くださった皆さん 

ありがとうございました！（貴） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

   スプリングフェア開催！ 

毎年開催させていただいているスプリングフェアに

合わせて、夢工房ｉｆでも期間限定のメニューや特典

をご用意致しました。特にパフェは今年からの新メニ

ューとなります。その他、おすすめ商品も数多くあり

ます♪お見逃し無く・・・！ 

＜開催期間＞ 

 

３月 24 日(火)～４月 11 日(土) 

＜フェア期間特典＞ 

ランチをご注文していただいた方には、セットドリ

ンク券をプレゼントします

 

♪皆様のご来店、心よりお

待ちしています！ 

 精神保健福祉情報コーナー 

就労継続支援 B型の新規利用に係る制度の見直し 

 

障害のある方が、就労継続支援B型事業所の新規利用

を希望する場合、下記の①・②のとおりの要件を満た

すことが必要です。 

①  就労経験があって、年齢や体力の面で一般企業に 

雇用されることが困難となった人 

②  ①に該当しない人で、50 歳に達している人 又は

障害基礎年金１級受給者 

※①・②に該当しない場合は就労移行支援事業所での

アセスメント（評価）が必要となり、その結果B 型利

用が適当と判断された場合は利用できる仕組みとなり

ます。平成25年4月以降に、市町村の支給決定を受けて

いる既利用者についても上記の要件が必要になります。

お住まいの市町村の障害福祉課でも確認できます。 

 

 

＜期間限定メニュー＞ 

・4 月 30 日（木）まで 

○朝摘みいちごクレープ・・・３００円 

○いちごのミニクレープ・・・１５０円 

○【新】パフェ・・・各３００円 

  いちごパフェ 

  バナナチョコパフェ     

・５月 30 日（土）まで 

○春野菜のクリームパスタ・・・５００円 

   

  『こんきくらぶ ４月号』に掲載されます 

こんきくらぶ４月号に掲載されている夢工房ｉｆの 

クーポンをお持ちいただき、ランチをご注文していた

だいた方には、

イベント出店のお知らせ 

ミニクッキー又はセットドリンク券を

もれなくプレゼント！ 

 

寒い冬もそろそろ終わりを迎え、ようやく過しや

すい季節になってきました。温かい日差しの中、外

を歩いていると心晴れやか明るい気持ちになりま

す♪今年度、設立 15 周年を迎えたサタデーピアで

は様々な記念イベントを企画しています。サタデー

ピアの更なる飛躍に乞うご期待ください！実行委

員も随時募集しています♪ 

トピック☆ 

【朝摘みいちごクレープ】 

◇３/２４（火）「心に愛を手と手でつなぐ饗演」 

時間：13:00～15:00  

場所：ひこね市文化プラザ エコーホール 

◇４/１１（土）ナイトバザール 

時間：17:00～18:00 場所：花しょうぶ通り 

 



認定 NPO 法人への寄付に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。 

    サタデーピア会費納入のお願い 

 

サタデーピアは、皆さまからのご寄附と会費を活動の 
資金としております。設立 15 周年を迎え「広げよう

優しいと気持ちとおもいやり」をモットーにさらに前

進するサタデーピアをどうぞご支援ください。 
皆さま、ご協力をお願いします！ 

 

賛助会員  年会費（一口） ３，０００円 

賛助会員＆団体（いつでも）募集中 

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。 
※お振込みには手数料が必要です。 

 

☆ 会費の納入が困難な方は、減免制度があります。

減免申請は各年度ごとにお願いしております。 

☆ 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。 

↓↓サタデーピアホームページの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 

 

 

 

         みなさんの声を掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
【連絡先一覧】 

 
 
 

編集後記 
◆3月に入り暖かくなったり、寒くなったりしな

がら季節が春へと変わってきました。また、花

粉の時期でもあり花粉症の方は大変ですね。 

◆恒例のスプリングフェア～春の大感謝祭～が

3月 24日（火）～4月 11日（土）まで開催され

ます。土曜イベントでは、楽しい催しも行いま

す。ご家族、友人、知人をお誘いの上カフェ夢

工房 ifまでご来店ください。  （ｙ・ｎ） 

 

 

◆サタデーピア「心の相談室」 

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 

◆障害者自立支援事業所「夢工房 if」 

彦根市小泉町 620番地 64 

TEL 0749-23-8896/FAX 0749-23-2480 

 

 

 

おもいやり 
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サタデーピアのサークル活動からお知らせです 

＜卓上ゲームサークル（囲碁将棋など）＞ 

第 1、第 3火曜日の 15:50～16:50まで「カフェ

夢工房 if」にて将棋の対局や詰将棋などを楽し

んでいます。今後は、囲碁やオセロなどもして

いく予定です。 

＜水彩画サークル＞ 

第 2、第 4水曜日の 16:00～17:00「工房 夢工

房 if」で活動しています。水彩絵の具でそれぞ

れ好きなものを自由に描いています。絵を描く

のが好きな方は気軽にお問い合わせ下さい。 

【サークル活動のお問い合わせは・・・】 

「工房 夢工房 if」0749-23-8896まで 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.satade-pia.net/�
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