
               
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 消防署と城南小学校の間を、フェンス沿いに南へ五分ばかり行くと、きゅう

りの支柱が見える。『夢工房 if』の畑だ。雨上がりでインゲン豆の花も、シシト

ウの花も、しずくがいっぱいだ。きゅうりの花の雨粒は黄色だ。 

 玉葱
たまねぎ

 台風の予報に急いで取り入れた玉葱が、カフェの炊事場の奥に吊られ、新鮮

な香りに満たされた。 

、ミニトマト、かぼちゃも栽培され、カフェメニューの食材になる。メ

ンバーのみんなとスタッフがいっしょに畑の手入れをする。 

 七月まで半月ばかりは雨の日が続くだろう。降り止んだ、日が差してきたと

思って出かけると、また降る。 狐
きつね

雨
あめ

だ。家の蕗
ふき

畑の蕗を摘みに来るともう一

度降る。日照雨
そ ば え

 季節が、小暑、大暑へ移るまでみんな元気で。 

だ。蕗の葉の大小に雨が到り、雨粒の音がふえる。 

（野） 
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今年もやってまいりました！毎年 100 名以上のご来場で賑わうサタデーピアの夏の大 

イベント「納涼！爆笑サタデーピア祭り」のお知らせです。今年もたくさん笑って食べて、

元気に暑い夏を乗り切りましょう！ 

漫才、コントなどの「お笑い大行進」や景品つきの「お楽しみゲーム」を開催します。「屋

台」もたくさん出店します。エアコンや扇風機に頼らずとも暑さを忘れる楽しい気分にな

れること間違いなし。是非ふるってご参加ください♪ 

「お笑い大行進」の出場者も募集しております。皆さんの一芸で、会場を盛り上げてみ

ませんか？ 

★日時：8 月 4 日（土）午後 4 時～午後 7 時頃 

★場所：カフェ 夢工房 if 

楽しいイベント盛りだくさん♪ 

（午後 4時～） 

★お笑い大行進

 （お笑い大行進終了後～） 

  

★屋台メニュー

  焼き鳥                          ミニカレー 

  

   

かき氷                          ポップコーン 
 

   

漫才、コント、歌などのパフォーマンス 

 

3 本：200円 塩・タレとあります 

夏の定番 各種 100円 

お腹が減ったら迷わずコレ♪ 
３００円でちょうどいい量です。 

 

今年初登場！軽くておいしい 塩味 100円 



（お笑い大行進終了後～） 
★

  ヨーヨー釣り 
お楽しみゲーム 

 
  わなげ 
 

（午後 5時半頃～） 
★
  

流しそうめん 

 
 
        どなたでも参加していただけます！ 

【お問い合わせ】 サタデーピア TEL 0749-23-6679 

サタデーピア総会の報告 

 
2012 年 5 月 19 日（土）午後 2 時より、リニューアルオープンをして広々としたカフェ

夢工房 if において NPO 法人サタデーピア第 13 回総会を開催しました。委任状出席を含む

17 名の正会員と夢工房 if 利用者やご家族の方をはじめ、多くの支援者の皆様にお集まりい

ただきました。総会ではまずサタデーピア理事長から、if の移転が無事終了したこと等の報

告と御礼の挨拶があり、続いて今後の活動方針が述べられました。議題として平成 23 年度

サタデーピア活動報告、会計報告と平成 24 年活動計画、予算案が提出され、賛成多数で承

認されました。最後に理事と監事の変更案が出され、こちらも承認されました。サタデー

ピアの活動がより多くの方に広まっていくよう、更なる飛躍を目標に、今回の総会を終え

ました。総会に続いて、3 時からは『第 2 回 if-1 グランプリ』を開催しました！マジックで

目を丸くし、歌で癒され、漫才に爆笑し、あっという間のひと時。皆に笑顔があふれまし

た。厳正なる投票の結果、第 2 回グランプリは、第 1 回に続いてメンズサタデーズでした。

これもサタデーピアの大事な活動の一つです。今後もぜひお楽しみに！ 

毎年大好評のメインイベント！みんな集まれー！ 

お子様に大人気。おみやげにもなるよ♪ 一回 50円 

 

景品つき♪ 楽しいよ♪ 一回 50円 

 



  
 

 ピアカウンセラー養成講座 

通年講座は定員に達しましたので募集は締め切りました。講座参加を希望される方が多数見込

まれる場合には 11月頃集中講座開催を予定しておりますので、申込用紙等お取り寄せ下さい。 

 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） 

毎月第一木曜午後 2時～3時半頃、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

までにご連絡下さい。 

 ピアスタッフ派遣事業（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」のトークボックスピアに、ピアスタッフと

して修了者を派遣します。ピアスタッフとしての活動をご希望の修了者の方は、まず第一木曜

のピアサポートクラブにご参加下さい。 

 ピアサポートフォーラム 2012 

１１月頃開催予定 

 当事者・家族のための SST リーダー養成 10 時間研修 

サタデーピア・ピアカウンセラー養成講座を修了された方をはじめとして、様々なピア活

動を目指されているご本人やご家族を対象として、更なるスキルを身に着けていただくた

めに SST リーダー養成研修会を開催いたします。SST とピアカウンセリングは、当事者

自身が問題解決の力をもち、支えあうための方法として、そのルーツを共有していると言

われています。この研修会は、ピアスタッフとしてのスキルアップを考えている方やピア

活動に意欲をお持ちの本人、家族、また SST の基本を学びたい専門職スタッフの方を対象

に実施いたします。詳細と申込み受付は 9 月以降、お便り 9 月号及びホームページでご案

内いたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

サタデーピア  平成 24 年度ピア活動一覧 

【このページのお問合わせ・お申し込み先は】 

NPO法人 サタデーピア「心の相談室」 TEL 0749-23-6679 

日 時： 2012 年 10 月 27 日（土）午後 1 時～5 時 
10 月 28 日（日）午前 10 時～午後 5 時 

場 所：  地域生活支援センター「まな」 
参加費： 本人・家族 6000 円、専門職スタッフ 12000 円 
講 師：  川端洋子（SST 普及協会認定講師） 

上ノ山真佐子（SST 普及協会認定講師） 
定 員： 20 名（9 月以降受付開始） 
対 象： サタデーピア・ピアカウンセラー養成講座修了者 
      精神保健福祉に従事するスタッフ  等 



日 時  2012年 7月 21 日（土）、8月 18日（土）、9月 15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    

 

サタデーピア 定例活動コーナー 

 

♪家族の♪井戸端会議 

5月は総会でお休みでしたが、6月はいつも通り第 3土曜日に開催をしました。その

日は大雨ということもあって寂しい井戸端会議となりました。旅行の話を聞いてお土産

を頂きながらお茶を飲んでいると、「私達もどこかへ遊びに行きたい！」という話にな

りました。どこかへ行くのは考えるだけでもウキウキして計画も楽しいですね。次回も

皆さまでそんな話が出来たら・・・嬉しく思います。          （すぎ） 

 

 

 

 

  
 

 

 

★ピアサポ・レポート 

 5、6、7月のピアサポートクラブは、毎回ご参加の数名のピアカウンセラー養成講座修了

者を中心に 10 名前後の参加者が集まりました。ピアカンのルールや自己開示のレベルを

意識しながら、ちょっとした日常の疑問や不満を出し合って穏やかな時間を過ごしました。

顔なじみに出会うだけでほっとして、1ヵ月頑張る元気をもらえるという方もおられました。

また、もう少し深い悩みを出し合うこともできるのではというご希望もありました。参加

の皆さんの個性豊かな意見交換に感心したり苦笑したりの連続ですが、なぜか気分がさわ

やかになったり、安心感に包まれたりする不思議なひとときです。   （真） 

 

☆次回のピアサポートクラブ（毎月第 1木曜日定例） 

 

 
 

☆次回の井戸端会議（毎月第 3土曜日定例） 

日 時  2012 年 8月 2日（木）、9月 6日（木）、10月 4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） 

 



大好評につきフェア限定販売決定！ 

マカロン 2個 100円 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

◇サマー感謝フェア開催！！ 

  
期間：7 月 24 日（火）～ 8 月 4 日（土）

※最終日は午後 4 時より納涼祭となります 

午前 11 時～午後 6 時 

場所：カフェ 夢工房ｉｆ 

☆メロンソーダ ☆ブルーハワイソーダ 各 200 円 

期間限定メニュー 

☆メロンクリームソーダ 

☆ブルーハワイクリームソーダ     各 300 円 

☆コーヒーフロート 

☆しそゼリー  ☆コーヒーゼリー      各 100 円 

☆超・激辛キーマカレーも登場します！ 
辛いもの好きの方はぜひチャレンジしてみてくださいね♪ 

☆

フェア特典 

 if で使える金券や商品引換券などが当たります！ 

500 円以上のお買い上げでくじ引き 1 回 

☆☆ランチご注文の方にしそゼリーまたは 

ミニしそジュースをプレゼント 

☆掘り出しものがいっぱい 

バザー開催 

見ているだけでも楽しいよ♪ 
※バザー品を提供していただけると助かります。買ったけど使っていない日用品、小物類、   

ぬいぐるみ、譲っていただける夏野菜などがありましたら、まず夢工房 if までご連絡ください。 

          夢工房 if（☎0749-23-8896） 

今年も恒例の納涼祭の季節がやってきました。日頃の感謝を込め、サマー感謝フ

ェアも開催いたします。楽しい企画をご用意して皆様のご来店をお待ちしておりま

す。おいしい物を食べて暑さに負けず夏をのり切りましょう！ 

夢工房 ifメンバー・スタッフ 

GREETING 

アイスを 

のせて 

空くじ 

なし！ 



★ランチ・ミニクレープリニューアル！！★ 

 スプリングフェアで人気の高かった「オムライス」と「ハンバーグサンド」が、6月か

らランチメニューに加わり、「ミニクレープ」もリニューアルされました。オムライスのソ

ースはケチャップとデミグラスの 2 種類から選べます。ハンバーグサンドはスープとサラ

ダ付きで、これまで以上に豪華になりました！ミニクレープは 1 セット 2 個入り 300 円で

す。ぜひご賞味ください。 

       
 
 
 
 
 

★お得なデザートセット始めました★ 
午後の穏やかなひとときをお得なデザートセットで過ごされてはいかがでしょうか 

 ・デザートセット 午後 2時～午後 5時半(ラストオーダー)まで 

各種デザートとドリンクセットで 300 円～  

 

   就労支援情報コーナー 
 

誰でも一度は見たことがある求人票ですが、情報量が多くどこを見ていいか分からない

と思ったことはありませんか？ その中でも「仕事の内容」は求人票で最も重要な項目の

１つです。分からないことは窓口で尋ねたり、ハローワークの職員さんにきいてもらうな

どして、しっかりとしたイメージを持つことが肝心です。 

また、意外と見落としがちなのが「事業内容」「会社の特徴」です。どんな

会社なのかを知り、ホームページなどもチェックして十分に理解しましょう。

そして自分の希望に合っているか見極めましょう。 

 

   イベント出店のお知らせ 
 

日付 時間 イベント名 場所 

7月 14日（土） 17:00～18:00 ナイトバザール 花しょうぶ通り 

7月 28日（土） 17:30頃～ サマーフェスティバル 2012 ブリヂストン 

 

ハンバーグサンド 500円 オムライス 500円 

＆ 

ハローワークの求人票について 

＆ 
ミニクレープ（2個） 



  

「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に応じます。 

なお、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。サタデーピアの活動にご理

解をいただき、ご協力の程どうぞよろしくお願いいたします。 

【お問合わせ・お申込み】 
NPO 法人サタデーピア「心の相談室」 ＴＥＬ 0749-23-6679 
 

 
◆◆ 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 

心の相談室のご案内 

 編集後記 

段々暑くなって来ましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？今年の夏は関西にも計

画停電の日が来そうです。不安な日が来そうです。しかし、そんな心配事もこの日だけ

は吹っ飛びそうな「納涼！爆笑サタデーピア祭り」の季節がいよいよやって来ました。

今年も皆さんと楽しいひと時を過ごしましょう。話は変わりますが、夢工房 ifでは、

移転して初めての夏を迎えます。喫茶夢工房 ifは「Cafe夢工房 if」とリニューアルし、

メニューも新しくなり、ますますお店らしくなりました。出張販売にもどんどん出かけ

ています。どこかで見かけたら是非お立ち寄り下さい。     （K.K） 

                         

 

http://www.satade-pia.net/�
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