
 

 

 

   

＜教室・イベント情報＞ 
  

◆七夕風鈴まつり 
 

6 月１８日～７月１４日（ロビー） 
笹飾りと、こどもたちが描いた風鈴を 
飾ります（旭、八町、向山小、藤ノ花女子高） 

 
◆さくらカフェ（６/１から受付） 

 
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「健康ウォーキング」を学びます 

  

◆七夕織姫ライブ 
 
７月７日(日) 午後６時～７時 
出演：Ayu & Maki（ウクレレ） 

さくらピアウクレレ教室参加者 

白井美恵子さん（ハーモニカ） 
 
◆水泳教室（６/１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（７/１から受付） 
 

①７月２７日(土)、②８月４日(日) 
午後５時３０分～７時（どちらか１日参加） 
親子で「オリジナルカップ」を作ろう 

    

◆親子七宝焼き教室（７/１５から受付） 
 
８月１１日（日）午後１時３０分～４時 
親子で七宝アクセサリーにチャレンジ 
 

※詳細は各チラシ、ポスター等でご確認ください。 

 

 

 

 

＜ピア掲示板コーナー＞ 今月は「キャンペーンリボン」 

土の恵みに感謝して 
 
日差しが強くなってきました。今年、さくらピアは市役所

環境部からゴーヤとアサガオの苗とネットなどの資材一式
の提供をうけました。さっそく会館西側に設置したところ、
毎日すくすくと育っています。さくらカフェに参加されたみ
なさんの家のゴーヤは元気でしょうか？地下駐車場入口に
植えたスイトピーは色とりどりの花を咲かせ、ロビーに飾る
ととてもいい香りがしました。残念ながら豆は毒性で食べら
れないそうですが、お花は好評だったので来年の春も植えよ
うと思います。 
５月に始まった絵てがみ教室は毎回楽しく開催されてい

ます。小さなハガキの中に、季節の景色のヒトコマがちょっ
と会釈をして登場しているようです。手紙を書く、手紙をも
らう。通信することの楽しみが味わえるといいですね。ウク
レレ教室はみんな熱心に予習復習をしているのか、だいぶ上
達してきました。七夕織姫ライブが楽しみですね。卓球教室
は先月１８日に終了しました。参加者全員が、準備から片付
けまで協力して取り組むことができました。また、今年は修
了証をお渡ししました。新しいことにチャレンジする姿をみ
ているとさくらピアも嬉しくなります。 

＜工事のお知らせ＞  
①３階大会議室天井張り替え＆４階水道管工事 
６月７日ごろまで、３階の利用を一部制限させていただきます。 
（その他工事により予定を変更することがあります。ご了承ください）  

②プールフェンス取り付け工事 
工事車両の出入りにご注意ください。（日程未定） 

＜ゴーヤを植えました＞ 
 

 今年も「緑のカーテン」の季節が
やってきました。昨年よりもたくさ

んの苗を植えて、サイズアップして
います。めざせコンテスト入賞！ 

＜第１２回豊障連大会＞  
６月１５日(土) 午後１時３０分～３時４５分（あいトピア） 

パネルディスカッション「障害者総合支援法に基づく豊橋の障
害福祉のゆくえ」を実施します。お誘い合わせのうえ、ぜひご来
場ください。（手話通訳・要約筆記付き） 

＜プール開場期間は ７月１０日(水)～９月８日(日)＞ 
 
①７月１０日(水)～２１日(日)、８月３０日(金)～９月８日(日) 

火・木・土・日 … 午前１０時 ～ 午後４時４５分 
水・金   … 午後 １時 ～ 午後４時４５分 

②７月２３日(火)～８月２９日(木) 
火～金   … 午後 １時 ～ 午後４時４５分 
土・日   … 午前１０時 ～ 午後４時４５分  

 ※日程が複雑になっています。お間違いのないようにお気を付けください。 

＜ハーモニカのメンバー募集中＞  
「ハーモニカ」サークルのメンバーを募集しています。

７月から、さくらピアで隔週金曜日午後の活動を予定中。
てのひらに乗る小さなハーモニカを、いっしょに吹いてみ
ませんか？ 詳細は１階事務室まで。 

〒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）

＜七夕の飾りつけをします＞ 
 
６月から、ロビーで七夕飾りを作ります。 

お時間のある方は、お手伝いをお願いします。 



  平成２５年６月の予定      （５月３０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 土  
大正琴豊身連、ねむの木 
ピヨちゃんズ、富士通パソコン教室  

パソコン教室、機能訓練 
豊身協理事会、富士通パソコン 卓球同好会、クローバーの会 

2 日  鈴ＲＵＮ、ナイス総会 
豊身連理事会、しらゆり俳句会 
ピンポン・サークル 

シュガー 

3 月 休 館    

4 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 

 

5 水  
豊障連作業 
富士通パソコン教室 

ﾊﾟｿｺﾝ教室、くすのき会東三ﾌﾞﾛｯｸ会 
車いすダンス、富士通ﾊﾟｿｺﾝ教室 

フェローズ 
カラオケふれあい会 

6 木  
豊聴協運営委員会、オカリッコ 
富士通パソコン教室 

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 

7 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、にしぐち学園 
富士通パソコン教室 

フェローズ、花菖蒲 
ちぎりわいわい太鼓 

8 土  かざ車、育成会ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 
WRAP ViVi、NPO 支援センター  

パソコン教室、かざ車、陶芸クラブ 
知的テニス、和太鼓教室、WRAP ViVi  

豊聴協理事会、卓球同好会 
クローバーの会 

9 日 
クラフト② 
ウクレレ⑤ 

豊身協オセロ/将棋/カラオケ大会 
育成会トランポリン 

クラフト②、ウクレレ⑤、育成会本人部会 
豊身協オセロ/将棋/カラオケ、ゆたか学園 愛腎協 

10 月 休 館    

11 火  竹の子会 豊身協カラオケ、竹の子会 フェローズ、太鼓クラブ希望 

12 水 絵てがみ③ 絵てがみ教室③ パソコン教室、車いすダンス フェローズ、ふれあい会 
ささゆりの会勉強会 

13 木  豊身連会議 ピンポン・サークル 
車イステニス 
知的障害者テニス役員会 

14 金  かざ車、童里夢、書道クラブ かざ車 花菖蒲、ミントクラブ、豊通会 

15 土  ねむの木、ボッチャクラブ パソコン教室 卓球同好会、クローバーの会 

16 日  鈴ＲＵＮ、愛通研 
車いすを楽しむ会総会 

愛通研、すたぁと  

17 月 休 館    

18 火   豊身協カラオケ、竹の子会 育成会絵画教室 

19 水   パソコン教室、車いすダンス フェローズ 
カラオケふれあい会 

20 木  オカリッコ、かえるの会 ピンポン・サークル くすのき会役員会 
車イステニス 

21 金  かざ車、童里夢、書道クラブ かざ車、和紙工芸 
フェローズ、花菖蒲 
ちぎりわいわい太鼓 

22 土  
かざ車、大正琴豊身連 
ピヨちゃんズ 

パソコン教室、かざ車 
陶芸クラブ、クンペイズ 

卓球同好会、クローバーの会 
ささゆりの会勉強会 

23 日  知的障害者テニス、はなまる 
パステルクラブほのか 

むべの会、はなまる 
整友会ボッチャ班 

 

24 月 休 館    

25 火   豊身協カラオケ、竹の子会 フェローズ、太鼓クラブ希望 

26 水 絵てがみ④ 絵てがみ教室④、豊身連会議 
パソコン教室、豊身連会議 
笑い太鼓、車いすダンス 

ふくし体験発表会実行委員会 
フェローズ、カラオケふれあい会  

27 木   ピンポン・サークル 車イステニス 

28 金  かざ車、童里夢、書道クラブ かざ車、らるご 花菖蒲、ミントクラブ 

29 土  ピヨちゃんズ パソコン教室、鈴 RUN 卓球同好会、クローバーの会 

30 日 ウクレレ⑥ 
豊身連スポーツのつどい 
くすのき会例会 

ウクレレ教室⑥ 
豊身連ｽﾎﾟｰﾂのつどい、くすのき会たんぽぽ  

 


