
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

瑠璃光寺
る り こ う じ

五重塔
ごじゅうのとう

 

山口市瑠璃光寺にそびえる国宝の五重塔と、この塔を建てた若い

番匠（たくみ）の姿を描いていた歴史小説「見残し
み の こ し

の塔―周防の国

（すおうのくに）五重塔縁起
え ん ぎ

」が静かな話題を呼んでいます。 

 作者の久木綾子さんは７０才で塔と出会い取材と執筆に１８年、

８９才で昨年作家デビューしました。遅咲きの作家が取材と執筆を

通して見つめた「生のあり方」とは。 

読書の秋です、ぜひ皆様本書を紐解
ひ も と

いて下さい。 

（よしお） 
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 平成 21 年、8 月 8 日（土）快晴の夏空の下、納涼！爆笑サタデーピア祭りを開催しまし

た。今年も総勢 100 名近くのご参加があり、とても楽しいにぎやかな 1 日でした。 
◆「所長理事長」のかけ合いによる漫才でスタートした納涼祭。つづいての「メンズサ

タデーズ」が出てくる頃には、店内はたくさんの人で溢
あふ

れかえっていました。お笑い大行

進の後は、出店のかき氷や焼き鳥を食べたり、わなげやヨーヨー釣りを楽しんだりと思い

思いに過ごしました。店内では、ミニカレーやサラダクレープ（限定販売）などが人気で

大勢のお客様が来店されました。店頭でのバザーも好評でした。メインイベントの流しそ

うめんには近所の子どもたちも集まって、ワイワイと大人も子どもも一緒になって楽しみ

ました。 
 今回も「彦根ファミリー山の会」の方々はじめ、お手伝いいただいたボランティアの方々

には大変お世話になりました。また、バザーの商品を提供していただいた皆様方にも、こ

の場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今年も皆様、ご参加ありがとうございました 

納涼！爆笑サタデーピア祭りの報告 

ミニカレー サラダクレープ 



 
 
 
 

 今年もお待ちかね、サタデーピアハイキングを開催いたします。秋空の下でおいしい空

気をたっぷり吸って自然を満喫しましょう。散策コースもいろいろあり、秋のお花に会え

るかも…。 お昼はあたたかい鍋料理を予定しています。 日頃の運動不足解消もよし！

楽しいおしゃべりもよし！静かに自然の中に身を置くもよし！どうぞお楽しみに！！  

ご参加お待ちしています。 

日にち   平成２１年１１月１日（日） 

集合場所  夢工房 if 

集合時間  9 時（車に乗り合わせて行きます） 

行き先   高取山(多賀町) 612m 

持ち物   リュックサック、タオル、雨具、はき慣れ

た運動靴、お茶、おやつ、おにぎりなど 

参加費  １２００円（保険料、昼食の材料費等） 

お問い合わせ・お申し込み  「夢工房 if」 ０７４９－２３－８８９６        

内池（ウチイケ）まで 

 
 
 

 
 

※10 月 28 日（水）までにお申し込みをお願いいたします。 
※材料等の準備の都合がありますので、必ず事前に参加申し込みをお願いします。 
※お申し込み後に、何らかの事由でキャンセルされる場合はお早めに連絡をお願いします。 
何か不明な点がありましたら、遠慮なくご相談ください。 
 

秋の紅葉、自然の雄大さに触れる・・・ 

サタデーピアハイキングのお知らせ 

内池（ウチイケ）まで



 
 
 

 

 

 

 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企画しまし

た。お馴染みの漫才、コント、新喜劇（！？）をはじめ、マジックやバルーンアート、 

ミニコンサート‥など、ワクワクのパフォーマンスが勢揃いします。懐かしいあの顔 

この顔にも出会えるかもしれません。晩秋のひととき、思いっきり楽しもうではありま

せんか！ 

 
日 時   平成２１年１１月２８日（土） 

  午後１時半～４時半 

  場 所  ひこね燦ぱれす（ＪＲ南彦根駅徒歩３分） 
多目的ホール 

  参加費  無料 
   
 
 
 
 
 
 サタデーピア１０周年を記念して、上記記念事業に合わせて広報誌『よっ！３号』発行

の準備を進めています。夢工房ｉｆのメンバーをはじめ、サタデーピアの活動に様々な形

で関わって下さった皆さんの一言メッセージや活動の記録、お楽しみコーナー等、サタデ

ーピアの魅力満載の冊子になりそうです。乞うご期待。また、これまでご支援下さった方々

に感謝の気持ちを込めて感謝状の贈呈を考えています。自薦・他薦は問いませんので、サ

タデーピアまたは夢工房 if までお知らせください。 
 ♪ご一緒にサタデーピア１０周年を盛り上げましょう！！ 

 
【お問い合わせ・連絡先】サタデーピア「心の相談室」TEL  0749-23-6679 

                    「夢工房ｉｆ」TEL  0749-23-8896 

「よっ！3 号」を製作しています 

１０周年だよ！全員集合！ 

～サタデーピア ☆10 周年記念事業☆～ 



 

 

 

「心の相談室」では専門相談、心理カウンセリングのお申し込みをお受けいたしておりま

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。１０月１日、 １１月５日、１２月３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】 「心の相談室」TEL ０７４９－２３－６６７９ 

 

 

 

 
 

 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は、大津会場、南彦

根会場ともにお申し込み多数につきキャンセル待ちの状況です。 
 参加希望、お問い合わせについては下記、南彦根会場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 

 

ＮＰＯ法人サタデーピア 「心の相談室」のご案内
 

サタデーピア ピアサポートクラブ 

ピアカウンセラー養成講座 



今月の夢工房 if  
 朝・夕 涼しくなってきました。サマー感謝フェア＆納涼祭にはたくさんの方々の御参加

をいただきありがとうございました。 期間限定のサラダクレープや新メニューのハンバ

ーグサンドのお味はいかがでしたでしょうか？ まだの方はぜひご賞味ください。 

今年はたくさんの野菜を提供していただき、にぎやかなバザーも開催できました。11 月

には、サタデーピア 10周年記念フェアと収穫祭を予定しています。お借りした畑で収穫し

た落花生やバターナッツかぼちゃ、かぼちゃを使った新メニューや工芸新商品の準備を始

めています。どうぞお楽しみに!! 御来店お待ちしています。       

「夢工房ｉｆ」メンバー、スタッフ一同 

＜サタデーピア 10 周年フェアのご案内＞ 

 

日 時  平成 21 年１１月１０日（火）～１１月２８日（土） 

場 所  夢工房ｉｆ 

内 容  カボチャやさつまいも、落花生を使って作った 

特別なケーキ、プリン、クッキー、アイスなどを

販売予定です 

 

こんきくらぶ（彦根市近辺の情報誌）10 月号に掲載決定！ 

    お得なクーポン付き（ご使用の場合は必ずご持参ください）。 

 

 

さらに！ 

大好評バザー 
収穫した野菜の販売 
大人気わたがし 
クレープの実演販売あります 



 

 

        

          みなさんこんにちは！ お仕事探し隊です！ 前回は夢工房ifのサ

ービス内容についてお伝えしましたが、今回は、「if で具体的にど

んな作業をしているのか」について聞いてみました！ 
  

「喫茶部門」は、大まかに「フロア」と「厨房
ちゅうぼう

」の仕事があります。「フロア」では、接

客・レジ入力・商品の在庫確認などを行います。「厨房」では、クッキーやケーキ類の生産・

軽食やランチメニューの調理などを行います。地域のイベントにも出店し、販売をするこ

ともあります。 “人と接するのが苦手”、“ゆっくり作業したい”という要求
ニ ー ズ

のある方に

は「工芸部門」や「事業部」の仕事もありますよ。 
 

      へぇ～、来客時の備えもしながら、商品の在庫作り、注文分の生産をしてい

るわけですね。まさにプロフェッショナル!! では次回は、「工芸部門」の 

お仕事についてレポートします。次回もご期待ください～。 

  

 

おすすめトピックス   
    ＜しそジュース＞   ＜クッキー＞ 

 
 

 
  
  
 
 

 
 

☆ ☆ ☆ 
【イベント出店のお知らせ】 

10 月 3 日(土) ウィズフェスティバル 2009 AM10 時～ 彦根市男女共同三画センター「ウィズ」 

10 月 4 日(日) 市場の市 AM８時～PM1 時  彦根市総合卸売市場（安食町） 

10 月 10 日(土) 笑ってメンヘル出張喫茶 PM3 時～ 地域生活支援センターまな 

      (土) ナイトバザール PM5 時～ 花しょうぶ通り 

10 月 12 日(月) 元気フェスタ 2009 AM9 時～ 彦根総合運動場一帯 

10 月 31 日(土) 聖ヨゼフ幼稚園バザー出店 AM10 時～ 聖ヨゼフ幼稚園 

就労支援情報コーナー       
         

      

この夏大好評を頂いた、

しそジュースや夢工房 if
の人気商品クッキーをご

紹介します。 

もう既に夢工房 if 工芸部門では、冬に

向けての商品制作に取り掛かっていま

す。どれもバラエティ豊かで全く同じも

のはありません。皆様、それぞれのお好

みにあった物をお選びください。 



 

 

収穫まで、楽しみ。農園だより。 
 

5 月に植えましたバターナッツかぼちゃと普通のかぼちゃが収穫できました！ バター

ナッツかぼちゃはケーキに良く合います。まだ、落花生の収穫が終わっていませんが、今の

ところすくすく成長していますので、今秋には昨年大好評だったクッキーやパウンドケーキ

などを作りたいと思っています。お楽しみに。 

 

  

 砂地に植わっています 

 

 たくさん取れました 

 

 

（2009. 8.25  撮影） （同左 撮影） 

 

◆◆ 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。 

 

 
 

 
 

 
 
 

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☆★) 

http://www.satade-pia.net 

編集後記 

 残暑はもうないザンショ…。皆様、暑い中行われた納涼祭いかがでしたでしょうか？私

は、暑い中でも涼しげな流しそうめんを食べれて、暑さもすっきりして心地よかったです。 

 今年は、雨の少ない冷夏だったので、農園の ifの野菜たちが心配でしたが、どれもすく

すくと育ち、収穫祭に向けて順調な滑り出しです。あと、収穫祭が始まる頃には「こんき

くらぶ」をチェックしてみてください。良いことがあるかもしれません。    （M.M） 

http://www.satade-pia.net/�
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