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春は桜花
お う か

を愛
め

で新緑
しんりょく

を楽しむ嬉しい季節である反面、新しい年度が四月に始ま

ることが多い日本では、一年で最も緊張するシーズンであるとも言えます。入学

や進級、また就職や転職で新しい環境に馴染
な じ

めず辛い経験をした方も多いのでは

ないでしょうか。ひと昔前には、この季節の憂うつや無気力を五月病と呼んだこ

ともありました。 

NPO法人サタデーピアと夢工房ifも、この春新しい場所に移転し、新しい事業

に取り組もうとしています。近隣の皆さまに気持ちよく受け入れていただけるだ

ろうか、応援して下さる方々の期待に十分応
こ た

えられるだろうか、ちょっぴり不安

にもなります。 

この不安や緊張の気持ちも大切に、「優しさ」の輪を広げてゆきたいと願って

います。張り切り過ぎず、私たちらしく、支え合い学び合う活動をさらに充実さ

せていけるよう新しい出会いを楽しみにしています。 

これまでのご支援に感謝するとともに、今後とも物心両面の更なるご支援ご協

力をよろしくお願い申し上げます。 

（真） 

 
 

 



 
 

～夢工房 if 新築移転、サタデーピア「心の相談室」開設～ 

◇ プレオープン と 記念の集い のご報告 ◇ 
 

 

 

プレオープン 
 3 月 24・25 日午後の喫茶「夢工房if」のプレオープンには、2 日間で 50 名以上の方がご

来店下さいました。見学会を兼
か

ねて、新「夢工房if」の雰囲気
ふ ん い き

を楽しんでいただいたり、ケ

ーキやムースをご試食いただいたりしました。2 日ともよいお天気にめぐまれ、メンバー、

スタッフともに気持ちのよいオープンが迎
むか

えられました。 
お越しいただいた皆さま方、どうもありがとうございました。 

餅
もち

つき＆記念の集い 

3 月 26 日は、午前中に餅つきをしました。彦根ファミリー山 

の会の方々に、杵
きね

や臼
うす

をご用意いただいたり、餅のつき方を教え 
てもらったりとご協力いただきました。また、35 名の参加者の中 

からも餅つきに挑戦された方もいて、青空の下でのにぎやかな餅つ 

き大会となりました。よくついたお餅は、よく伸びてとってもおいしかったです。ヨモギを入

れてついたり、あんこ、きなこ、大根おろし、納豆、お漬物といろんなトッピングも用意して、

楽しくいただくことができました。 

午後からの記念の集いでは、同志社大学のマーサ メ

ンセンディーク先生をお迎えして「みんなで夢ふくら

まそう！～私たちにもできる優しいまちづくり～」と

題してご講演いただきました。マーサ先生は、多様性

を受け入れる社会の実現に向けた社会福祉実践をご専

門にされており、それらの様々なご活動の体験談と

「夢」について、そして私たちサタデーピアへの期待

や希望等をお話くださいました。 集いには、41 名の 
 

方がご参加くださり、その後のティーパーティでは、それぞれの夢やサタデーピア、「夢工房 if」

についての夢を語り合いました。 ３/11 に、タイル貼りをして、こんな

モニュメントができあがりました！ 夢についてそれぞれが語り合い、和みの場を共有し

あう…と、そんな一日だったように思います。夢に向

かって共に歩みながら、今後の「夢工房 if」とサタデ

ーピア「心の相談室」もそんなほっとできる和みの空

間を目指していきたいと思っています。 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 



 
◆◆ ５月の案内 ◆◆ 

いよいよ、「この街で暮らしたい！」のパート４です 

総会＆座談会『この街で暮らしたい！』 

 
 
 
 

日    時   平成１８年５月２５日（木） 

午後２；００～２：４５   総 会  平成 17 年度の活動報告 

                      平成 18 年度の活動計画 等 

午後２：４５～       『夢工房ｉｆ』の喫茶タイム 

午後３：００～４：３０   座談会 『この街で暮らしたい！パート４』 

 

場    所    喫茶「夢工房 if」  

参 加 費     無 料 （会員・非会員問わず） 

※JR 南彦根駅西口より 徒歩約５分 

座談会ゲスト   彦根市障害福祉課長     若林 重一 氏 

           社会福祉法人大樹会 理事  嶋田 鉄雄 氏 

 

おかげさまで、「夢工房 if」の新築移転、サタ

デーピア「心の相談室」の開設を無事に迎えるこ

とができました。様々なかたちでご支援くださっ

た皆様方、どうもありがとうございます。この場

を借りて、お礼申し上げます。 

「夢工房 if」にはオープン後もたくさんのお客 

様にお越しいただいており、出だしも好調です。 

「心の相談室」については総会以降にご案内させていただきます。今年度は新しい拠点もで

きたということで、新しい活動について総会で活動計画等をお話しします。 

 

また後半の座談会「この街で暮らしたい！パート４」では、彦根市障害福祉課長の若林さ

んと彦根市内で保育園や養護老人ホームの運営、また認知症の方のデイサービスやグループ

ホームの運営など幅広く地域に根ざした活動をしておられる嶋田さんにお越しいただきます。

彦根市の福祉の現状やこれからのいろいろな福祉のあり方についてざっくばらんなお話を伺

いながら、今後のサタデーピアの活動についても話し合いたいと思います。 

新しい「夢工房 if」で、みんなで学び合える座談会にいたしましょう。 

 
                恒例となっております『夢工房if』喫茶・販売もあります。 

 

どうぞお楽しみ下さい。 
 
 

 
 
 
 

☆嬉しいお知らせです☆ 
 NPO 法人サタデーピアの新規事業に際して、今年度、しがぎん福祉基金から助成金を

いただけることになりました！ 総会でも詳しくご報告させていただきます。 

【お問い合わせ先】  

NPO 法人サタデーピア TEL＆FAX 0749－23－6679 

 



 



 

◆◆ サタデーピア 活動のご案内 ◆◆ 

 ～お待ちかね！久しぶりの懇話会です。～ 

懇話会＆夕食会「夏野菜カレー」  

 

 
日 時    平成１８年 ７月 １日（土）  

  午後４：００～６：００ 
場 所     夢工房ｉｆ 

参加費（食事代として） サタデーピア会員 ５００円   非会員 １０００円 

※ 参加ご希望の方は、６月２４日（土）までに下記までお申込下さい。 

 

 久しぶりの懇話会を、夕食会を兼ねて開催いたします。「夢工房 if でカレーなどの軽食を出

してほしい」という要望をいただいており、「if」でも前向きに検討していきたいと考えていま

す。そこで、新メニュー研究会（試食していただき、皆様からもいろいろなご意見やアドバイ

スをいただきたいと考えています）をかねて、サタデーピア懇話会を開催します。 

 夢工房 if の新メニュー研究会と、それぞれの近況報告をしたり、様々な悩みや気持ちを語り

合う懇話会とを同時に行うちょっと欲張りな会ですが、皆様お気軽にご参加ください。 

 

 

第１回 ピアカウンセラー養成講座（連続８回講座）  

 

日 時   第１回目 平成１８年 ６月 ２２日（木） 毎月第４木曜に開催予定です  
午後２：００～４：００      （８月と１２月はお休みの予定です） 

場 所   サタデーピア 心の相談室 
講師    「心の相談室」スタッフ 
定 員   ８名  （６月のご参加については、６月１５日までに下記までお申込ください） 

参加費（全８回） サタデーピア会員 ８０００円   非会員 １００００円 

（１回）  サタデーピア会員 １０００円   非会員  １５００円 

 

昨年、大変好評をいただきました３回連続のピアカウンセリング講座を、今年はさらに内容

を充実させて、毎月一回８回連続のピアカウンセラー養成講座として開催いたします。 

演習等を取り入れながらカウンセリングの基本やピアグループの基本等を学びます。日頃の

会話や生活に生かせる知識も盛りだくさん！ 仲間同士のカウンセリングに限らず、ご家族や各

機関のスタッフの方々にも役立つものがきっと学べると思います。ぜひご参加ください。 

 

 

ＳＳＴ研修会（3 回連続講座） 

 毎年恒例のＳＳＴ研修会の季節がもうすぐやってきます。ＳＳＴ研修会では社会 

生活に必要なコミュニケーション等の技能を高めることを目標に取り組んでおり、 

毎年たくさんの方にご参加いただいています。ＳＳＴ（社会生活技能訓練）を実践 

することによって、みんなでコミュニケーションのよりよい方法を学びましょう。 

日時等の詳細は次回のお便りでご案内いたします。 

 

お問合せ・お申込先： ＮＰＯ法人サタデーピア  TEL＆FAX ０７４９－２３－６６７９ 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
桜の季節が過ぎ、若葉の美しい五月になりました。「夢工房 if」の新たなスタートから一ヶ

月がたちました。おなじみのお客様やご近所の方々も来て下さり、あたたかいご支援を実感し

ています。クレープを買ってくれる元気な子どもたちの来店もあり、「いらっしゃいませ～」の

声にも力が入ります。楽しい気持ちで仕事ができる作業所でありたいと思います。 

ひきつづき、ご支援よろしくお願いします。  

                      「夢工房 if」メンバー、スタッフ一同 

 

  

 
メンバーさんからのメッセージ ～パート２～ 

・ 前の if でやってきた事を忘れず、新しくなった if での気持ちも忘れず、スタッフ・メン

バーと仲良くやっていきたいです。        【ピンクパンサー】 

・ 新しいifは子どもたちが沢山
たくさん

来てくれるので、とてもにぎやかです。これからも色ん

な人たちがくつろげる場所になればいいな…と思います。   【Ｍay】 

 

「ナイトバザール」と「アートフェスタ勝負市」 に出店参加します！ 

場 所   花しょうぶ通り商店街（彦根） 
クレープの実演

販売をします♪

日 時   ５月１３日（土） 午後５時～ 
６月１０日（土） 午後４時～ 
６月１１日（日） 終日 
 

「ヴォーリズ洋館お庭でライブ」 に参加します！ 

場 所   彦根市民活動センター 
日 時   ５月２１日（土） 午後２時～５時 

ヴォーリズ洋館で

喫茶してま～す♪ 

 

【夢工房ifからのお願い】 

・ お酒のパック⇒皆様のご協力のおかげでたくさん集まりました。在庫も十分になりました

ので、一旦回収をストップさせていただきます。ありがとうございました。 

・ 牛乳パック⇒こちらは引き続き集めています。よろしくお願いします。 

★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 

 



 
 

 
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 ★ 同封の用紙での払い込み（郵便局でお願いします。） 

       ※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 

♪ お蔭さまをもちまして、ついに、念願の喫茶「夢工房 if」の新築オープンとサタデーピア「心

の相談室」の開室を迎えることができました。本当にありがとうございました。たくさんの方々

に支えられて今のサタデーピアと「夢工房 if」があるということを、改めて実感した次第であり

ます。心から感謝いたします。 

新しい拠点での活動をより充実したものにできるよう、サタデーピア、「夢工房 if」メンバー、

スタッフ共々努めて参りたいと思います。今後ともご支援・ご協力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

 

http://www.biwako.ne.jp/%7Emihikocl
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