
 

 

 

   

＜今後の教室・イベント＞ 
  

◆絵てがみ（受付中） 

①５月８日、②２２日、③６月１２日 
④２６日 (水)午前１０時～正午 

 
◆さくらカフェ（受付中） 

第７回「緑のカーテンを作ろう」 
５月９日(木)午後１時３０分～３時 
ゴーヤの育て方を学びましょう 

 
◆クラフト（受付中） 

①５月１２日、② ６月９日 
③７月１４日、④１２月８日 
⑤１月１２日、⑥ ２月９日 
(日)午後１時３０分～３時３０分            

◆さくらカフェ 
第８回 
「自分の歩きを見つけよう」 
７月６日(土)午前１０時～１１時半 
講師：土屋優介さん（チャレンジスクエア代表） 
パーソナルトレーナーから 
「歩き」のコツを学びます 

 
◆水泳教室（６月１日から受付） 

①7 月２３日～⑨８月２７日 
(火)(木)午前１０時～正午 

   
   

◆親子陶芸教室（６月１５日から受付） 

①７月２７日(土)、②８月４日(日) 
午後５時３０分～７時 
親子を対象とした新教室です。 
（どちらか１日かぎりの参加です） 

 
 

 

 

＜ピア掲示板コーナー＞ 今月は「上座と下座」 

みどりさわやかな季節です 
 
例年にくらべ寒暖の異様な変化に、お花見の季節もいつの

まにか過ぎてしまいました。４月は新しい人との出会いがあ

り、事務室の窓口にも新しい役員さんや利用者の方がよく見

えています。 

３月３１日の「春こいまつり」にはたくさんの方にお越し

いただき、ありがとうございました。ステージ発表はどれも

すばらしく、大きな拍手で盛り上がりました。また「まるま

る体験コース」にご協力いただいたグループの方、「きらき

ら作品展」に出品してくださった方、ご協力ありがとうござ

いました。「ふれふれバザー」では計２０万円の売上を東北

の施設に送ることができました。みなさんの温かいお気持ち

に感謝です。 

さて、４月から「卓球教室」と「ウクレレ教室」がはじま

りました。新しい講座にチャレンジする参加者の方はみんな

生き生きとして、ステキな表情をしています。 

さくらピアの行事に、たくさんの方が気軽に参加されるこ

とを心待ちにしています。 

＜４階水道管工事＞ 
 

4 階トイレの水道管工事の際、天井張り替え

のため３階大会議室の利用を禁止させていた

だきます。ご了承ください。（日程未定） 

＜フェンス取付工事＞ 
 
４階屋外プールのフェンス取付工事を予定

しています。工事車両が出入りするので、ご注

意ください。（日程未定） 

＜プール監視員募集＞ 
 
対象：１８歳～６８歳までの健康な方 
期間：プール開場期間の午前９時３０分～午後５時１５分の 

間で交代勤務 ※天候等により時間短縮や休場の場合あり 
 内容：場内監視、清掃  問合せ：さくらピア事務室まで orＴＥＬ 

＜豊障連大会＞ 
 
６月１５日(土) 午後１時３０分～３時 
「障害者総合支援法」パネルディスカッションを予定 

＜プール開場期間が変わります＞ 
 
今年度は７月１０日(水)から９月８日(日)までです。また、水泳教

室や団体の定期利用のため、一般の方は午前中の利用ができない期間
 があります。ご了承ください。（日程等の詳細は来月号に掲載予定）

＜さくらピア避難所体験の取り組み＞ 
 
平成２１年度から２４年度までの４年

間の「さくらピア避難所体験」が一冊の本
になりました。当日配布資料、報告書、壁
新聞の三本立てになっています。この本
が、利用者ひとりひとりの自主的な防災活
動に役立つことができれば幸いです。 
 興味を持たれた方は、ぜひ今年度の避難
所体験にご参加ください。 

７月から始まる教室 

５月から 

始まる教室 

〒４４０－０８１２ 豊橋市東新町１５番地

TEL：（０５３２）５３－３１５３ FAX：（０５３２）５３－３２００
E-mail：sakurapia@hosyoren.jp HP：http://hosyoren.jp/sakurapia/ （毎週金曜更新）

会館時間：午前９時～午後９時 休館日：月曜日と祝日（月曜日が祝日の場合は翌日）

さくらピア（豊橋市障害者福祉会館）



    ２５年５月の予定       （５月２日現在） 

日 曜 教室・イベント 午前（９時～１２時） 午後（１２時～１８時） 夜間（１８時～２１時） 

1 水  富士通パソコン教室 
パソコン教室、車いすダンス 
富士通パソコン教室 

フェローズ 
カラオケふれあい会 

2 木  
オカリッコ、かえるの会 
富士通パソコン教室 

豊身協理事会 
ピンポン・サークル、富士通パソコン 

豊障連理事会、車イステニス 
愛腎協 

3 金 休 館 
（憲法記念日） 

   

4 土 
休 館 

（みどりの日）    

5 日 
休 館 

（こどもの日） 
   

6 月 休 館    

7 火  富士通パソコン教室 竹の子会 
富士通パソコン教室 

フェローズ 

8 水 絵手紙① 
絵手紙教室①、車いすダンス 
富士通パソコン教室 

パソコン教室、車いすダンス 
低肺機能グループ、富士通パソコン教室 

フェローズ 
カラオケふれあい会 

9 木 
さくらカフェ 
（緑のカーテン） 

富士通パソコン教室 
さくらカフェ、不老会 
ピンポン・サークル、富士通パソコン 

車イステニス 

10 金  
ピア定例会、かざ車、童里夢 
書道クラブ、富士通パソコン教室  

かざ車、富士通パソコン教室 花菖蒲、ミントクラブ 

11 土 卓球⑤ かざ車、ねむの木、大正琴豊身連  
育成会ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ、富士通ﾊﾟｿｺﾝ 

パソコン教室、機能訓練、かざ車  
豊身連総会準備、鈴 RUN、富士通ﾊﾟｿｺﾝ  

卓球教室⑤、クローバーの会 
ささゆりの会勉強会/ボラ説明会  

12 日 クラフト① 豊身連総会、育成会ダンス 
クラフト教室① 
豊身連総会、ﾋﾟﾝﾎﾟﾝ･ｻｰｸﾙ、鍼灸ﾏｯｻｰｼﾞ   

13 月 休 館    

14 火  竹の子会、富士通パソコン教室 
豊身協カラオケ、竹の子会 
富士通パソコン教室 

太鼓クラブ希望、豊通会 

15 水  富士通パソコン教室 パソコン教室、車いすダンス 
富士通パソコン教室 

フェローズ 
カラオケふれあい会 

16 木  
育成会役員会、オカリッコ、かえるの会 
アレルギーっ子の会、富士通パソコン教室 

育成会役員会、ピンポン・サークル 
富士通パソコン教室 車イステニス 

17 金  
かざ車、童里夢、書道クラブ 
富士通パソコン教室 

かざ車、和紙工芸 
富士通パソコン教室 

フェローズ、花菖蒲 

18 土 卓球⑥ 
ボッチャクラブ 
富士通パソコン教室 

パソコン教室、和太鼓教室 
マッサージクラブ、富士通パソコン教室 

卓球教室⑥、クローバーの会 

19 日 ウクレレ③ 鈴ＲＵＮ ウクレレ教室③、むべの会 
くすのき会総会、Ｓｈｉｎ 

シュガー 

20 月 休 館    

21 火  富士通パソコン教室 
豊身協カラオケ、竹の子会 
富士通パソコン教室 

フェローズ、育成会絵画教室 

22 水 絵手紙② 
絵手紙教室② 
富士通パソコン教室 

パソコン教室、車いすダンス 
笑い太鼓、富士通パソコン教室 

フェローズ、書道サークル「船」 
カラオケふれあい会 

23 木  富士通パソコン教室 ピンポン・サークル 
ラルゴ勉強会、富士通パソコン教室 

車イステニス 

24 金  
かざ車、童里夢、書道クラブ 
富士通パソコン教室 かざ車、富士通パソコン教室 花菖蒲、ミントクラブ 

25 土  
かざ車、大正琴豊身連、ねむの木
クンペイズ、富士通パソコン教室 

パソコン教室、かざ車、陶芸クラブ 
大正琴豊身連、富士通パソコン教室 卓球同好会、クローバーの会 

26 日 ウクレレ④ 
知的障害者テニス 
パステルクラブほのか 

ウクレレ教室④  

27 月 休 館    

28 火  富士通パソコン教室 
豊身協カラオケ、竹の子会 
富士通パソコン教室 太鼓クラブ希望 

29 水  富士通パソコン教室 
パソコン教室、車いすダンス 
富士通パソコン教室 

福祉体験発表会実行委員会 
フェローズ、カラオケふれあい会  

30 木  
かえるの会 
富士通パソコン教室 

ピンポン・サークル 
富士通パソコン教室 

車イステニス 

31 金  童里夢、書道クラブ 
富士通パソコン教室 

富士通パソコン教室 フェローズ、花菖蒲 


