
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人設立 20 周年を迎えるにあたり、ただいまサタ

デーピアでは記念冊子『よっ！5 号』の作成に取り組

んでいます。今号では、これまで一緒に活動をともに

してきた仲間たちの願い・思いを綴ったメッセージや

様々な形でご支援いただいている方々からの提言な

どを掲載する予定です。 

冊子の発行に併せて、法人設立 20 周年記念イベン

トを開催し、当事者、家族、関係機関の方々や一般市

民の皆さんと共にこれまでの経過を振り返り、地域の

精神保健福祉の理解、関心を高め合える楽しい企画を

立案しています。一緒にサタデーピア 20 周年を盛り

上げていきましょう♪ 

＜設立記念イベント日程のお知らせ＞ 

日時：2019年 6月 22日(土)午後（時間未定） 

場所：ひこね市文化プラザ メッセホール 

内容：未定（楽しい集いを企画中です♪） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜認定 NPO法人更新手続き完了のお知らせ＞ 

 昨年無事に認定 NPO 法人の認可を更新することが 

できました。これもひとえに皆様方の多大なるご支援

の賜物です。心より感謝申し上げます。今後も活動の 

幅を広げるべく、メンバー・スタッフ一丸となって、 

努力を続ける所存です。引き続きご支援賜りますよう、 

よろしくお願い申し上げます。 

＜ご支援のお願い＞ 

記念冊子発行にあたり一口 3,000円の寄付を募集し

ています。郵便振替の払込用紙に「冊子発行寄付金」

とご記入のうえ、下記口座番号にお振込みください。 

ご寄付いただいた方には発行後、冊子を贈呈させてい

ただきます。ご支援のほど、どうぞ宜しくお願い申し

上げます。 

郵便振替口座番号 ００９１０－５－１５９１３０ 

加入者名：NPO 法人サタデーピア 

                   謹賀新年 

 あけましておめでとうございます。清々しい新年をお迎えのことと思います。 

今年の干支
え と

は猪です。日本の山里では古くから良くも悪くも馴染み深い動物で「猪突
ちょとつ

猛進
もうしん

」という言葉

が真っ先に思い浮かびます。目標に向かって一途に真っ直ぐに進んで行くイメージでしょうか。 

サタデーピアは今年法人設立 20周年を迎えます。猪突猛進というよりはのんびり蛇行
だ こ う

を続けながら 

その時々出会った皆さんに助けていただいて前進して来たといったところです。 

 さて、この 20 年精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

をめぐる状況がどれほど改善したでしょうか。私たちの活動や事業が

多少なりとも貢献できたことがあったでしょうか。20 年ともに活動出来たこと、支えて下さる皆さん

が少しずつでも増えていることをただ喜ぶだけでなく、これからの 10年、20年を展望する 1年にした

いものだと決意を新たにしています。 

今年も様々な事業にお力添えをどうぞよろしくお願い致します。 

                                      （眞） 
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＜卓上ゲームサークル＞ 

第 1・3・5火曜日 15：50～16：50  

場所：カフェ夢工房 if 

＜水彩画サークル＞ 

第 2・4水曜日 16：00～17：00 

場所：工房 夢工房 if 1階 

＜歌・演奏サークル＞ 

第 1・3・5金曜日 15：50～16：50  

場所：サタデーピア 2階 

＜ダーツサークル＞ 

第 1・3・5水曜日 16：00～17：00  

 場所：工房 夢工房 if 2階  

〈サークルに関するお問い合せ：工房 夢工房 if 〉 

 「第 2回 笑福亭生喬 呈茶と落語の会」の報告 

昨年 11月 24日（土）に地域生活支援センターまな

2 階にて「呈茶と落語会」を開催しました。前半は裏

千家茶道の生喬師と石州彦根一会流川嶌社中のお点

前で呈茶し、マインドフルネスを体験しました。 

後半は迫力ある生喬さんの落語を鑑賞しました。 

 

                (左)生喬さん 

                        (右)呈茶の様子 

 

  

昨年 12 月に雨天により延期となったサタデーピア

野外活動についてのご案内です。冬の彦根城を巡りな

がら皆さんで吟行を楽しみませんか。 

※吟行とは、和歌・俳句などを作るために、景色のよい

所や名所・旧跡に出かけて行くことです。 

日時：平成 31年 1月 14日（月・祝）午前 9時～ 

集合場所：カフェ夢工房 ifまたは茶房 if 

（お申込時にご相談ください） 

持ち物：お弁当、お茶、タオル、帽子 

    （お持ちの方は短冊・筆記用具）など 

参加費：500円（保険代含みます） 

お申込：工房 夢工房 if ☎0749-23-8896 

※申込〆切 1月 10日(木)まで 

 

 

サタデーピア リビングスキル研修会 

味噌作り体験をしよう！ 

収穫した大豆と手作りの麹
こうじ

を使った本格的な味噌

作りを体験しませんか。一緒においしいお味噌を作り

ましょう。初めての人でも教えてもらえるので安心し

てご参加ください。 

日時：2月 16日(土）13:00～16:00頃 

場所：カフェ夢工房 if（外にテントを張ります） 

内容：味噌作り、味噌汁の試食 

アドバイザー（名人）：林 豊三郎さん 

（サタデーピアサポーター） 

参加費：200円 

申し込み：工房 夢工房 if（内池まで） 

☎0749-23-8896 

 

 

 

 

 

 

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グループピアカウンセリン

グです。関心のある皆さんの参加をお待ちしています。 

☆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） 

 

 

 

 

 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サタデーピアまでお問

い合わせ下さい。 

 

 

☆参加者募集中！(原則、サタデーピア会員の方)  

 

 

 

 

毎月第一水曜日定例 

より第一水曜  

日時 1月 9日（水） 12：00～ 

（※1月は新春粉もんパーティーにつき参加費 300円） 

2月 6日（水）、3月 6日（水） 

   13：30～15：30頃まで（参加費 無料） 

場所 サタデーピア 2階グループ室 

 ※準備の都合上、参加希望の方は前日までにサタデー

ピアまでご連絡下さい(☎0749-23-6679) 
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    「秋の収穫祭イベント」の報告 

 昨年 10/27（火）～11/10（土）までカフェ夢工房 if

にて秋の収穫祭フェアを開催し、連日多くのお客様が

ご来店くださいました☆また、フェア期間中、11/8（木）

に「秋彩コンサート」、11/10（土）に「卓上ゲームで

遊ぼう！」を行いました。どちらもゆったりと和やか

なひと時を過ごしました。 

 

    「リビングスキル研修会」の報告 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  ☆カフェ夢工房 if のランチメニュー☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セット価格：2,000 円 

トートバックのみ：1,600 円 

ミニポーチのみ：400 円 

 

   茶房冬季営業時間のお知らせ 

 

 新年あけましておめでとうございます。昨年も多く

のご来店、誠にありがとうございました。カフェのラ

ンチリニューアルやクレープ茶房の開店など、皆様よ

り好評の声を数多くいただきました(*’▽’) 

 今春には「スプリングフェア」を開催予定です♪ 

サタデーピア 20 周年に伴い、例年以上に様々なイベン

トを開催していきますので、どうぞお楽しみに☆ 

本年も宜しくお願いいたします。 

夢工房 if メンバー・スタッフ一同 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「クレープ茶房＆雑貨 if」の営業時間は下記の期間

中、変更となります。 

＜1 月～２月末＞ 

営業時間：11:00～16:00 

 営業日：土・日・祝のみ 

 ※3月より通常営業となります♪ 

 昨年の 3 月にオープンし、もうすぐ 1 年が経とう

としています♪多くのお客様にご来店いただき、「ク

レープが美味しかった♪」、「落ち着く店内☆」など

嬉しい声をたくさんいただいています(^^)引き続き

皆様のご来店心よりお待ちしています☆ 

昨年 12/1（土）、地域生活支援センターまな 2 階

にてリビングスキル研修会を開催し、かわいいクリ

スマスツリーを作りました。生の木々だけでなく、

ifで作ったクリスマスオーナメント 

を使いながら皆さん素敵な作品を 

作られていました。 

ミニポーチ付きトートバックの紹介♪ 

 

日本航空、全日空など精神障害者の 

運賃割引が適用 

 飛行機の搭乗に関する運賃割引など精神障害者

に対する合理的配慮が少しずつ進んでいます。既

に日本航空では、2018年 10月 4日に精神障害者保

健福祉手帳の交付を受けている満 12歳以上の搭乗

者に割引が適用されています。また、全日空では、

2019年 1月 16日に精神障害者の運賃割引が適用さ

れる予定です。今後さらに、他の航空会社でも、

適用される予定となっており、住みよい社会の実

現に向けて期待が高まります。 

 

 昨年4月よりランチメニューが大きくリニューアル

し、新メニューに日替わりランチが登場しました☆多

くのお客様にご注文いただき、好評を頂いています。 

手作りの副菜も付いて、ランチ ALL600 円！！この

ボリュームで600円は破格です･･･！日替わりメニュ

ーは随時入れ替えをしていますので、ぜひご賞味くだ

さい＼(^o^)／ 

工芸製品にミニポーチ付きトートバックが新

登場です＼(^o^)／チェック柄や和模様の 2 種類

あり、可愛さ抜群です！しっかり厚みのある布を

使用しているため、長く愛用していただけますよ

♪カフェ夢工房 if と茶房にて販売しています☆

ぜひ一度手に取ってご覧下さい(^^) 

キーマカレー 野菜の肉巻き 



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 

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 

◆「クレープ茶房＆雑貨 if」 

彦根市本町一丁目 11番 5-6号 

TEL 090-2702-2981 

  

サタデーピア会費納入及び寄付のお願い 

サタデーピアは、来年度で設立 20周年を迎えます。

「広げよう優しい気持ちと思いやり」をモットーに活

動を続けるサタデーピアをどうぞご支援下さい。 

広報冊子『よっ！5 号』の製作、イベントや研修会

等の開催など様々な事業を今後も計画しています。 

資金面でのご支援を引き続きお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賛助会員＆団体も（いつでも）募集中 

賛助会員  年会費（一口） ３，０００円 

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。 

☆ 会費は分割での納入も承ります。 

☆ 会費の納入が困難な方には減免制度を設けており

ます。減免申請は各年度ごとにお願いします。 

☆ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サタデーピアホームページ、ブログ、 

インスタグラム、ツイッターのご案内 

パソコンや携帯からご覧いただけます。ぜひお気に入り

登録、フォローなどお願いします。 

【ホームページ】 http://www.satade-pia.net 

【ブログ】 http://yumekoubou-if.sblo.jp 

【インスタグラム】「サタデーピア」で検索 

【ツイッター】「サタデーピア」で検索 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Y.K） 

 

 

【連絡先一覧】 

 

 

 

ご支援いただける方はサタデーピアまで

いつでもご連絡ください 

 

 

新年あけましておめでとうございます。気温の

変化の大きい冬真っ只中ですが、皆様いかがお過

ごしでしょうか。体調は崩していないでしょうか。 

インフルエンザも流行っていますのでお気を付け

下さい。 

 昨年サタデーピアは、ランチリニューアル、ツ

イッター・インスタグラムの開設、四番町スクエ

アに茶房をオープンするなど飛躍の一年でした。

今後もサタデーピアがより良く発展していけるよ

うに、皆んなで力を合わせてゆっくり頑張ってい

きたいと思います。 
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自立支援事業所「夢工房 if」の作業をお手伝いいた

だけるボランティアさんも募集しています。 

・カフェでの接客、調理 ・菓子製造 

・工芸製品の製作 ・清掃業務 ・出張販売 等 
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