
ひまわりが蕾をつけました 
 
梅雨が上がれば夏休みです。６月の雨の日、さくらピアの

ご近所さんたちが、毎日熱心に七夕飾りを作ってくれまし

た。おかげで例年にも増してきれいで心のこもった七夕様が

できあがりました。短冊や風鈴の願いはいろいろ。みんなの

願いがお星様に届くといいですね。 

絵てがみ教室は好評のうちに終わりました。坂上明子さん

の作品はどれも愛らしく爽やかで、お人柄のとおりです。受

講生のみなさんも、とても素敵な作品を書き上げていまし

た。ウクレレ教室は、７日の七夕ライブでいよいよ発表です。

みなさん、ぜひお越しください。 

さて、以前からお知らせしているとおり、プール開きは

１０日になります。昨年塗り替えたので、青々と冴えた色を

しています。昨年壊れたトイレとシャワーも修理しました。

プール開きまでにはフェンスも完成している予定なので、安

心して利用していただけます。 

また、今年は夏休みに、子どものための陶芸と七宝焼きの

教室を企画しました。家族での参加をお待ちしています。 

 

 

 

   

＜新教室・イベント情報＞ 
 

★七夕風鈴まつり★７月１４日まで（ロビー） 
 
★さくらカフェ★「自分の歩きを見つけよう」（受付中） 
７月６日(土) 午前１０時～１１時３０分 講師：土屋優介さん 

 

★七夕織姫ライブ★（無料）７月７日(日) 午後６時～７時 
 
★陶芸絵付け体験★（主催：笑い太鼓 受付中） 
 ７月１９日(金) 午後１時３０分～３時３０分 
  素焼きのお皿に絵を描こう（太鼓茶屋特製大判焼き注文可） 
 
★水泳教室★（満員）①7 月２３日～ (火)(木) 午前１０時～正午 
 

★親子陶芸教室★   （受付７/２～） 

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 

 

★サマースクール★（受付７/２～） 
 ８月２日(金) 午前：①ジャグリング 午後：②人形劇 

３日(土) 午前：③忍者ランド  午後：④音楽療法、福引き 
  部分参加ＯＫ！（①～④から選択）、お弁当注文可（５００円） 
 

★親子七宝焼き教室★   （受付７/１７～） 
８月１１日（日）午後１時３０分～４時 
親子で「七宝キーホルダー」にチャレンジ！ 

 

★納涼夏祭り★（入場無料） 
８月２４日(土)午後５時～７時３０分 
 模擬店・ゲームスタンプラリー 
 授産所バザー・体育館で盆踊り！ 

 

★木登り体験★ ９月２１日(土) 
 

★避難所体験★ ９月２８日(土)～２９日(日) 

※教室・イベントの詳細はチラシ、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「パンケーキ特集ほか」 

＜プールフェンス取付工事のお知らせ（～７月９日＞  
工事車両の出入り、資材の搬入にご注意ください。 

＜夏休みをさくらピアで過ごそう＞ 
 

 １階児童保育室 
   目の見えない人でも、手で触って 

楽しめる「ぐるんぱ文庫」があります。 
 

 ２階図書談話室 
   点字版「広報とよはし」のほか、 

新書、文庫、単行本、学習まんが等 
があります。団体予約がなければ、 
学習室としても使うことができます。 
 

 ４階屋外プール 
   泳いで運動不足を解消しよう！ 

＜水泳による機能訓練（ところ：アクアリーナ豊橋）＞  
 ①７月１２日～⑤８月９日 (金)午後６時～７時 
 （受付７月２日～、指導助手ボランティアも同時募集中） 

＜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。 

＜ハーモニカサークルのメンバー募集中＞  
引き続きメンバーを募集しています。隔週金曜日午後 

の活動を予定中。（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）

＜風鈴・七夕飾りへのご協力、ありがとうございました。＞ 
 

風鈴も短冊も昨年以上の数となり、
とても華やかなロビーになりました。
ご協力いただいた利用者、学校関係の
みなさま、ありがとうございました。 

９月 

 



  平成２５年７月の予定      （６月２８日現在） 

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

1 月 休 館    

2 火  豊小学校ほか（特別支援学級） 豊身協カラオケ、竹の子会  

3 水   
パソコン教室、車いすダンス 
低肺機能グループ 

フェローズ、書道サークル「船」 
カラオケふれあい会 

4 木   ピンポン・サークル 豊障連理事会、車イステニス 

5 金  
ピア定例会、かざ車、童里夢 
書道クラブ 

かざ車 
善意銀行ハートネットワーク打合せ フェローズ、花菖蒲 

6 土 
さくらカフェ 
（ウォーキング） 

さくらカフェ（ウォーキング） 
ねむの木 

パソコン教室、機能訓練 
車いすダンス 

卓球同好会、クローバーの会 

7 日 七夕織姫ライブ 鈴 RUN、ささゆりの会② 
豊身協理事会、豊身連理事会 
ささゆりの会②個別面談 
ピンポン・サークル、しらゆり俳句会 

七夕織姫ライブ 

8 月 休 館    

9 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 

10 水  かえるの会、高山学園 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 

11 木  育成会役員会、オカリッコ 育成会役員会 
ピンポン・サークル 

車イステニス 

12 金  
育成会東三ブロック会、かざ車 
童里夢、書道クラブ、高山学園 かざ車 花菖蒲、ミントクラブ 

13 土  
かざ車、大正琴豊身連 
育成会フライングディスク 

ﾊﾟｿｺﾝ教室、かざ車、陶芸クラブ 
育成会和太鼓、ささゆりの会②個別面談 

卓球同好会、クローバーの会 
ささゆりの会①勉強会 

14 日 クラフト教室③ 育成会ダンス 
クラフト教室③、かえるの会 
育成会本人部会、イーリス愛知 

かえるの会 

15 月 休 館 
（海の日） 

   

16 火 
休 館 

（振替休館）    

17 水  高山学園 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 

18 木  
アレルギーっ子の会 
磯辺小学校 

ピンポン・サークル 車イステニス 

19 金 陶芸絵付け体験 かざ車、童里夢、書道クラブ 
高山学園 

陶芸絵付け体験、かざ車 フェローズ、花菖蒲 
車いすを楽しむ会 

20 土  
ねむの木、ボッチャクラブ 
育成会のんのん教室 パソコン教室、鈴 RUN 卓球同好会、クローバーの会 

21 日  豊聴協勉強会 豊聴協勉強会、フェローズ シュガー 

22 月 休 館    

23 火 水泳① 水泳教室① 豊身協カラオケ、竹の子会 フェローズ、太鼓クラブ希望 
育成会絵画教室 

24 水  高山学園 
パソコン教室、車いすダンス 
笑い太鼓 

フェローズ、ふれあい会 
ささゆりの会①勉強会 

25 木 水泳② 水泳教室②、オカリッコ ピンポン・サークル 車イステニス 

26 金  
かざ車、童里夢、書道クラブ 
高山学園 

かざ車 花菖蒲、ミントクラブ 

27 土 親子陶芸① かざ車、大正琴豊身連 パソコン教室、かざ車 
陶芸クラブ、クンペイズ 

親子陶芸教室① 
卓球同好会、クローバーの会 

28 日  
ささゆりの会①面談、ほのか 
知的障害者ﾃﾆｽ、ｸﾞﾛｰｱｯﾌﾟ本人ｻﾛﾝ 

むべの会、チームステップ 
かえるの会、グローアップ本人サロン かえるの会 

29 月 休 館    

30 火 水泳③ 水泳教室③ 豊身協カラオケ、竹の子会 豊通会 

31 水  高山学園 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 


