
 

 

 

 

平成 29 年度 

さくらピア利用者会議 議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年 1 月 19 日（金） 

午前１０時～１１時半 

さくらピア３階大会議室 

  



本田（さくらピア事務長） 

平成 29年度のさくらピア利用者会議をはじめます。いろいろな意見を利用者の皆さまか

ら直接お聞きして、今後の管理運営に反映させていければと思います。 

 

出席確認：別紙  出席 49 名 

 

山下（豊橋障害者(児)団体連合協議会会長） 

平成 21 年度から豊障連がさくらピアの指定管理をはじめてこの 4 月から 10 年目にな

ります。会館の修繕や新しい事業などいろいろなことをやってきました。1 年めと比べると

今日は参加者も多いですし、新しいグループが増えたなと思います。こういう施設なので

皆さんと協力して運営していくことが必要かと思います。活発な意見を期待しています。 

 

松下（豊橋市障害福祉課課長補佐） 

こちらの施設の管理を豊障連におまかせてしています。みなさんの意見をお聞きします。 

 

～ さくらピアより運営報告 ― 配布資料に掲載 ～ 

 

清水（1 豊橋身体障害者協会会長） 

カラオケ、理事会、オセロ大会などや豊障連の行事で使っています。今日来てみたら普

段お会いしたことのない人がたくさんいますね。豊障連の役員も高齢化しているので、今

日集まっている方の中から豊障連の役員としても協力していただけるといいのではないか、

山下会長や他の役員の方ともまた相談していきたいです。 

豊身協としての要望は体育館の音響が悪くて難聴者や要約筆記の人が苦労してるので 

なんとかなりませんか。 

 

廣田（7 豊橋精神障害者地域家族会くすのき会会長） 

 くすのき会会長です。よろしくお願いします。 

 

草場（8 くすのき会） 

 豊障連の指定管理以降 10 年前は精神障害者の参加は皆無に近かったが、イベントやさく

らピアの講座に参加する当事者が増えてきた。豊障連の設立とさくらピアの指定管理はと

てもいい環境の変化だと受け止めています。今後ともよろしくお願いします。 

 

本田 

 今日は欠席ですが くすのき会関係で「たんぽぽ」と言う当事者のグループもあります。

さくらピアの講座は全ての障害者が一緒にやってますが、陶芸やスポレクの先生は障害特



性に合わせて上手に教えてくれています。 

 

金成（38 視覚障害者卓球鈴虫） 

3階の大会議室 1/3でやってます。さくらピアの方が卓球台の準備など親切にしてくれ

て本当にありがとうございます。前畑電停の工事の予告の情報が視覚障害者のところに来

なかったのでメールか何かでもらえるとありがたいです。駅を降りてからのエスコートゾ

ーンが今後付くのか知りたいです。 

 

本田 

 市役所の方、なにか御存知ですか？ 

 

松下 

まだ知りません 

 

本田 

 前畑の工事については噂では知っていたが、はっきりした期日は知りませんでした。さ

くらピアには連絡はありません。担当課は都市交通課？連絡のルートを確認します。 

 

河部（4 豊橋身体障害者(児)福祉団体連合会） 

 3月いっぱいには工事が終わるのではないですか？ 

 

中西（28 大正琴ねむの木の会） 

大正琴を月に２回やってます。春こいまつりなどで発表しています。春こいまつりで体

験コーナーもやりたいと思っています。生徒募集中です。 

 

杉原（29 セカンドブリッジ） 

 代表のニ橋の代理です。脳卒中とその家族の会です。毎月第３土曜日１時半から集まっ

てお菓子をたべながら今後のことなど話したりする会です。セカンドブリッジの意味は代

表のニ橋を英語に直したものです。みなさんのまわりに脳卒中になってその後困っている

人がいたらぜひ私たちのグループを紹介してください。お待ちしています。 

 

本田 

 活動団体の問い合わせについては一旦事務所で連絡先をお預かりしてから会に情報を伝

えることにしています。個人情報の取り扱いには注意しています。ご理解ください。 

 

 



石川（39 煎茶クラブ通仙） 

水曜日朝１０時からやっています。１０人の登録があります。きっかけは和室の利用が

少ないので何かやってほしいという話を聞きました。それで最初は和室で計画したのです

が、蓋をあけてみると車いすの方や正座が出来ない方もいて、結局図書談話室に変更しま

した。和室も車いすで入れるようにするとか、精神障害者の方の来館も増えているそうな

ので、和室の使えそうな方対象の講座をまた企画したいと思います。お手前そのものより

もお茶を通して人との交流や日本の文化を伝えていけたらいいなと思って活動しています。 

 

岩佐（17 ダウン症親の会かめのこハウス） 

いつも児童保育室を借りています。要望は小さい子を連れてくるので鍵が時々かけたい

ときにかからないので直してもらえるとありがたいです。荷物を持ったまま入ろうとする

とすぐしまってしまうので直していただきたいです。ストッパーを使うとか。 

 

さくらピア 

研究します。 

 

東（33フラダンスアロアロ） 

月 3 回水曜日午後１時半から３時まで開いています。いつも職員の方に部屋に鏡など準

備していただいて助かっています。児童保育室で裸足でレッスンするので利用する前にコ

ロコロをかけたいです。 

 

本田 

 コロコロはありますので事務所に声かけてください。それから鏡もフラダンスさんの他

にうたごえサークルの人も使いたいのですが、時間がぶつかっている時はダンスを優先し

ています。予算があればもう１台ぐらい増やしたいと思います。育成会のダンスの方たち

も体育館に鏡が欲しいとの声をお聞きするので、据え付けの鏡を市に要望しています。 

 

菊池（14 卓球同好会） 

私たちの会は 37年前の開館当時からの会です。卓球マシーンを発足当時にライオンズか

らいただいたものがだいぶ古くなったので新しいものを要望します。 

 

本田 

 グループ活動の備品についてはなかなかさくらピアの予算では難しいです。卓球マシー

ンは４０万円でしたっけ？ライオンズさんからいただいたということなのでまた寄付して

くれる人を探すとか、昨年も言いましたが善銀や社協さんが何か欲しいものがありますか

という問い合わせが以前はありましたが最近はないですね。福祉課ではどうですか？ 



松下 

 あればお聞きしますが今はないですね。 

 

本田 

 東愛知新聞とかを見ていると篤志家の方が寄付する記事が時々載っていますが、どこに

いらっしゃるのかなと思います。皆さんも行く先々で聞いてみてください。 

 

糸山（6 豊橋手をつなぐ育成会） 

役員会は第２木曜、ほかにスポーツ部・文化部で利用させていただいてます。要望はダ

ンス用の鏡が欲しいです。お願いします。 

 

鈴木（5 豊橋身体障害者(児)福祉団体連合会） 

はじめて参加します。よろしくお願いします。 

 

河辺 

豊身連副会長の河辺です。団体は月１回の理事会と年５回の行事で特に体育館は３回使

います。会員が高齢化しているので体育館の絨毯が重くて大変なので、もっと軽くて使い

やすいものがあったらなあと思っています。 

 

近藤（11 七宝焼きえなめーる/パステルクラブほのか/ピアカウンセラー） 

 活動日は第２火曜日１３時半から１６時までです。昨年の要望で３０年前の窯を新しく

購入していただきました。ありがとうございます。現在会員は４人で 障害当事者や家族

が楽しく活動しています。 

 それから今日代表者が欠席ですが、パステルのほのかにも参加しています。第４日曜日

に１０時～１２時に活動しています。ほのかとしては出品用の額が壊れているので、新し

いのを買っていただきたいです。 

 

鈴木美由紀（10ウクレレクラブ/ピアカウンセラー） 

ウクレレは今 5人、月に２回やってます。特に要望はありません。 

 

松井（3 豊橋市肢体不自由児(者)父母の会/ピアカウンセラー） 

父母の会は奇数月に小会議室で役員会を開いています。昨年度は椅子をきれいにしてい

ただきました。予算があれば順次机も新しいものに変えていただければと思います。 

月に２回機能訓練をしています。人数が増えて訓練室が手狭になってきているので、使

っていない市の備品の器具などを市役所の方に確認してもらって、撤去をしていただける

と助かります。 



 

本田 

 私もいつも処分したほうがいいのではないかと思っていたのですが、市の誰にそれを聞

けばいいのかわからないままになっていました。具体的に考えたいと思います。 

 

松井 

 劣化してだめになってしまう前に必要な施設や事業所にあげた方がいいと思います。 

 

原田（車イステニス同好会） 

毎週木曜日にやっています。要望は次の人が言います。 

 

寺澤（24 クンぺイズ/車イステニス同好会） 

２０歳の息子が障害者で土日のあいているときにバトミントンとテニスをしています。 

車いすテニスにも参加していますが、要望としては壁打ちができる壁が出来ればいいなと

思っています。 

 

佐々木（12佐々木グループ/車イステニス同好会） 

私も娘が車いすになってテニスをしています。要望としては建物が老朽化してるので、

将来建て替えるときにはテニスコートの裏面が８メートルあればテニスコートと言えるの

で、今の状態はバスケットコートに急拠作ったような状態だそうなので仕方がありません

が、今後作る時にはぜひ考慮してください。 

それと壁打ちがあればということで要望しましたが、今の体育館ではそれを使用すると

コートが使えなくなってします。参考に資料を持ってきましたが、この移動式の壁打ちマ

シーンがあれば初心者が壁打ちができます。今、クラブには日本でトップ３に入った実力

の女性もいらっしゃいますし、最近小学４年生の車いすの男の子が入会してきたのですが、

なかなか上級者と一緒に練習というわけにはいきません。コートを使わずにできる壁打ち

マシンがあれば若い新しい人も募集できるのにと思います。 

東京パラリンピックを目標ができると活動が盛り上がります。名古屋と浜松にも毎週行

くのですが豊橋と環境が違う。娘のこともあって国内ツアーと外国、ロンドンのツアーに

申請しています。申請しないと試合にはでられない。車いすテニスだけではなくて他の障

害者のスポーツもどこまで目指すかは個々が決めることだと思います。より高いレベルが

目指せるように環境を整えてあげたい。豊橋市も企業とタイアップできませんか。今回の

要望は５万～７万の壁打ちマシンです。購入をお願いします。 

 

本田 

 障害者基本計画のパブリックコメントを今募集中ですが、障害者のスポーツについては



さくらピアだけが考えるのではなく市のスポーツ課も配慮しなければならないと思います。

他の総合体育館とか市の施設のバリアフリ―度合いはどうですか？ 

 

佐々木 

 豊橋市は遅れていると思います。豊橋は段差があったり県内でも対応が遅れていると思

います。もともと室内のコート自体がないのでさくらピアの体育館は大変助かっています。 

豊橋市にはテニス協会もない。大会ができるような場所もない。豊川市に依存している

状態。そのことについては私たちもアピールが必要と思っています。武道館の跡地もどん

なふうになっているか知らないが、バリアフリーにしてほしいです。 

 

本田 

 障害者福祉課だけでなく、市全体の課で考えて欲しいと思っています。テニスは視覚障

害テニスのグループもあり、そのグループが一番さくらピア以外の場所でやるのがむずか

しい。車いすテニスのグループはバリアフリーが解決されれば他の場所でも活動したり発

表したりできると思うので広く考えてください。 

 

原田（36 レザークラブ） 

第４金曜日に活動しています。ドライヤーをつかうので延長コードが欲しいです。 

資料に書いてあるとおり延長コードは事務所にあるそうなのでお借りします。 

 

本田 

 事務所のコードもだいぶ古いので 予算をみて新しいコードも買いたいと思います。 

 

河村（ささゆりの会） 

発達障害の子どもたちをもつ親の会です。金曜、土曜夜の月 1 回づつ小会議室、和室、

実習室、図書談話室で勉強をしたり親御さんからの相談を受けています。その他に土日の

昼間に集まるときもあります。要望は特にありません。 

 

二村（40 スポーツ吹き矢同好会） 

自分の趣味でしたが、子どもが知的障害ですごく興味を持ったので家族で練習をはじめ

ました。今は会議室でやっていますが正式な距離は１０メートル必要なので体育館も使い

たいと思います。 

障害者のスポーツ吹き矢協会があって知的障害者も身体障害者も一緒にやっています。大

会が春日井であって、次の大会をどこかで出来るところないかといわれたのですが、さく

らピアでは駐車場が足りないかなと思っています。車いすの方もいて全部で３９人参加し

ました。愛知県で。機会があれば豊橋でも大会をやりたいなと思います。 



 

本田 

 スポーツ吹き矢は２月から体験講座がはじまりますが定員の１０名申し込みをいただい

きました。会場はあいトピアの３階や市役所の１３階でもできるかなと思います。 

 

星川（20 笑い太鼓） 

毎月１回スポーツレクで体育館を利用しています。生活介護でスポレク教室にも参加し

ています。楽しく使わせてもらっています。 

 

関根（31 童里夢） 

毎週金曜日にスポーツクラブとして体育館とトレーニングルームを使わせていただいて

ます。要望はありません。 

 

塩田（16 手話サークル竹の子会） 

火曜日の午後１時から３時まで活動しています。聴覚障害のお年寄りの方や主婦の方が

多いです。昔に比べて人数が減っているのは昼間働く女性が増えたのかなと思います。も

う少し人が増えるといいなと思います。内容は手話の学習はもちろん、ろう者の生活や文

化からいろいろなことを学んでいます。ろうのお年寄りの方はサークルにきておしゃべり

してストレス発散して帰ってくれるといいなと思っています。 

他に月に一度育成会のお絵かき教室の講師もしています。１０名ぐらいの参加者で楽し

く絵を描いています。 

 

渡辺（15 竹の子会） 

今年度は特に要望はありません。竹の子会はろう者が楽しく過ごせる場所になるといい

と思っています。 

 

浅倉（2 豊橋市聴覚障害者協会） 

豊聴協の理事会は第２土曜日に理事会をしています。今は手話言語条例に関する会議も

開いています。要望としてはＷｉ-ｆｉを設置して欲しいです。 

 

山本（豊橋市障害福祉課） 

 Ｗｉ-ｆｉについては今年度ロビーと体育館に設置して欲しいということで財政課に予

算要求していますがまだ結果はわかりません 

 

佐藤（35 ひまわり卓球クラブ） 

聴覚障害者で健康のために卓球をしましょうということでメンバーを集めて活動をはじ



めました。第２、第４木曜１０時～１２時までやっています。３階に自販機がないので出

来れば３階にも自販機があればいいなと思います。 

 

本田 

 いろいろ考えたのですが置く場所がないです。エレベーターとエレベーターの間は点検

穴があって置けません。山下会長が少し考えてくれるそうですが、どなたかいいアイデア

はありませんか。 

 薄型で小さいものなら置ける場所があるかもしれません。ひまわり卓球だけでなく他の

グループからも３階自販機の要望はでています。 

 

小林（22 手話サークルクローバーの会） 

毎週土曜日夜７時～９時に例会を開いています。人数の増減はありますがだいたい２０

人～２５人ぐらいのメンバーが集まっています。私も自販機が３階に欲しいです。１階の

は高いので安い自販機を入れて欲しいです。 

 

榊原（23 クローバーの会） 

１号線沿いの駐車場の１台のスペースがせまいのでもう少し広いといいなという意見が

出ましたが、そうすると駐車場に停められる台数が少なくなってしまうので困るねという

話もあって駐車場が広くなるといいねという話がでました。 

 

本田 

駐車場の敷地は広くなりませんね。第３駐車場の入り口のポールは道路工事の方につい

でにお願いして切ってもらったので入り易くなったと思います。 

 

宮嶋（41 豊橋難聴者・中途失聴者協会） 

難聴団体の立場で参加しました。昨年難聴者対象の手話講座を開きました。そのあとさ

くらピアは私たちにとってどういう場所だろうと問題意識を持つようになりました。難聴

者は補聴器や磁気ループのような機器、あるいは要約筆記者やＯＨＣが活動に必要です。

それがさくらピアで借りられますか。自由に使える機器があるなどの理由で今はあいトピ

アで月１回の例会をひらいていますが、さくらピアを拠点にした方がいいのかなとも考え

ています。 

今手話サークルに難聴者が行ってもなかなか溶け込めない状態なので、難聴者が集まっ

て手話講習会を開きました。要約筆記をつけないと講義の説明がわからないので要約筆記

の派遣を使いたい。さくらピアにもいろいろ相談したいと思っています。 

もうひとつは筆談に注目があつまっているのでそういう講座も開いてもらえないかと思

います。 



本田 

 一つの障害に特化しての講座はあまりやってなくて、全ての障害の方が参加出来る講座

を開催しています。 

 豊橋市としてはどうですか？今障害者のための手話講座の要望がありましたが。 

 

榊原 

 市役所の障害福祉課で手話通訳と要約筆記の派遣を担当しています。昨年難聴者協会さ

んが開いた難聴者のための手話講座には要約筆記を派遣しています。内容や対象者によっ

て検討が必要なこともありますが、派遣に応じられるようにしていきたいと思います。 

 

宮島 

 確認したことが。派遣しますということですが、難聴者協会の例会としては使っていま

す。例会の一環として講習会を開くときに派遣を使う事は可能だろうが、難聴者協会主催

の手話講習会の講義にも派遣してもいいですよということでよろしいですか？ 

 

山本 

 質問は昨年の講習会へ派遣した方法が今後も可能か？ということですか？ 

 

宮島 

 さくらピアとも相談したいが、手話が分からない難聴者の講座に今後も派遣してくれま

すか？ 

 

草場 

 市で必要な時に派遣しているということなので 難聴の宮島さん達の活動が広がればさ

まざまな必要な支援は当然あって然るべきと思います。豊身協さんと一緒に活動されてる

と思うので豊身協を通じて要望をだして連携していくといいと思います。 

 

米村（37 知的障害者生活介護、豊橋にしぐち学園） 

毎週木曜日２０名前後で体育館で軽運動、天気の具合で水曜日の午前中にも利用するこ

とがあります。夏は２，３人ずつプールも利用させていただいています。 

 要望は特にありません。体育館に冷暖房が付いていて快適にすごさせていただいてます。 

 

関山（30 聴覚・ろう重複センター楓） 

楓はろう重複児のデイサービスの施設です。さくらピアには長期休暇や土曜日など、季

節ごとの夏祭りなどをやっています。子どもたちからはトイレ周辺が暗いという意見が出

ました。他には体育館利用時の目で見てわかる情報があるといいなと思います。 



本田 

体育館にはランプとモニターテレビはつけました。ただロビーにもあった方がいいねと

いう意見がでています。 

 

大原（34 陶芸クラブ） 

月に２回土曜日の１時頃から４時ごろまでやっています。 

今年度は土練機を修理していただいてありがとうございました。欲しいものは電気窯が欲

しいのですが、あまりにも高くて大きな声では要望できません。 

 

本田 

大原さんには昨日も陶芸教室の助手をしていただきました。春こいまつりの体験もとて

も好評でお世話になっています。 

 

杉原（42 ウクレレキングダム） 

初心者ばかり集まって水曜と土曜に活動しています。キングダムの名前は新城の協会の

ゴスペルクワイヤのエブリキングダムからとりました。 

 

本田 

 以上で全員発表されましたね。では山下会長から。 

 

山下 

 いろいろな要望がありました。高いものから安いものまで。例えばスポーツ関係の方の

要望がさくらピアで受けれるのかと言うとなかなか難しい面があると思います。例えば豊

橋のスポーツ課に相談して創造大でテニスをするという方法を考えるのも一つだと思いま

す。協会がないならそれを立ち上げるとか。吹き矢の愛知県大会ですが父母の会さんが愛

知県の運動会を毎年総合体育館で開いています。駐車場もあるので相談してみたらどうか

と思います。そこに市の人も呼んで啓発するのも一つの手だと思います。 

豊障連はリサイクルセンターとかの事業をしています。事業が年度末に黒字になった時

は、例えばこの大会議室の机も豊障連が買って寄付しました。豊障連は営利を求める団体

ではないので利益は今日お聞きした要望を検討してみなさんがさくらピアが使い勝手がい

いように資金を役立てて行きたいと思います。 

 

本田 

 最後にお願いです。各部屋のブラインドは羽を横にした状態で上にしてください。閉じ

たままで上にあげると故障の原因になりますのでご注意くださいね。 

 春こいまつりにはまたみなさんご協力よろしくお願いします。 


