
祝・防災まちづくり大賞      
大寒を過ぎ、寒さもようやく峠を越すころです。徐々に日も長くなり、

あとひと月もすれば、豊橋にも「さくらだより」が聞かれるでしょう。    
うれしいお知らせです。さくらピア避難所体験が、消防庁主催「第 18

回防災まちづくり大賞」の総務大臣賞を受賞しました。避難所体験は平

成２１年度から毎年実施してきました。「障害当事者の防災意識を高め

る」ことを目的に、話し合い・夜の防災訓練・体育館宿泊体験・パック

クッキングなど、工夫を重ね少しずつ発展してきました。その成果が国

から評価され、これからの障害者防災施策の追い風になれば幸いです。

２月６日には東京で表彰式が行われます。さくらピア避難所体験に参

加・ご協力くださったみなさま、本当にありがとうございました。     
さて、１月を振り返ると、新年最初のイベントはおしるこ会・書初め

会でした。およそ１３０人がロビーに集まりいっしょにおしるこを食べ、

新年の抱負を清書しました。スポーツ文化教室はいつになく盛りだくさ

んで、テニス、大正琴、フラダンス、陶芸が新たに始まりました。テニス

は車いす・聴覚・知的などのさまざまな障害の方が参加され、大変にぎ

やかです。大正琴、フラダンスの練習の成果と、陶芸教室の作品は３月

３０日の春こいまつりで披露していただく予定です。さくらカフェではブ

ラジル出身国際交流員の方から、学校生活やブラジル人とのご近所付き
合いについてお話を聞きました。珍しいブラジルのお菓子も好評でした。 

 

 

  

   

■３月 教室・イベント■ 
 

★さくらカフェ みんなが知らない桜のはなし★（受付中） 
３月１４日(金) 午後１時３０分～３時（プリン・ワッフル付） 
講師：松井章泰さん（「１００万本の桜プロジェクト」発起人） 
現役の桜守りから、普段は聞けない桜のヒミツをうかがいます 
 

★寄せ植え★（受付２/１５～） 
３月２６日(水) 午後１時３０分～３時 
講師：くくむガーデンさん（農産物直売店） 

 

★１ ＤＡＹ ＺＯＯ★（受付２/１５～） 
３月２７日(木) 午前１０時～午後３時 
モルモット、ウサギ、ヒツジ、ヘビ、 
インコ、フクロウ、タカなどが集合。 
餌やり、記念写真、鷹匠もあります！    

 

 

平成２６年２月号 

〒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）

Vol.47 

since 

2010/4 

■ピアカウンセラー募集のお知らせ■   
さくらピア相談室「ピアカウンセラー」

を募集しています。詳しくは、さくらピア
１階事務室までお問い合わせください。 

1/12(日) おしるこ会・書初め会 

 

★★3.11 を忘れない★★ 

★★障害者の防災を考える集い★★ 
 

３月１１日(火) 
午後２時００分 ～ ４時３０分 
会場：穂の国とよはし芸術劇場 ＰＬＡＴ 

 
映画上映 

架け橋 きこえなかった 3.11 
 

震災発生から１１日後、
被災地へと向かい、現地
の聴覚障害者を取材した
ドキュメンタリー映画。 

 
講演 

命 に 関 わ る 情 報 に 
格差があってはならない 
講師：今村彩子さん（映像作家） 

 
防災まちづくり大賞総務大臣賞受賞報告  
さくらピア避難所体験が、消防庁主催「第 18 回
防災まちづくり大賞」の総務大臣賞を受賞しまし
た。障害者の防災対策を共に考えていきましょう。 

 

★★さくらピア ★★ 春こいまつり
 

３月３０日(日) 午前１０時～３時 
 

入場無料・申込み不要です！ 
 
①わくわくゲスト 大道芸人Kei さん 

 
②うきうきステージ（ステージショー） 
楽器、和太鼓、フラダンス、手話劇など 

 
③まるまる体験コース 
陶芸、さをり織り、折り紙 
クラフト、卓球、輪投げなど  
④き ら き ら 作 品 展 
 
⑤ほかほか模擬店 ⑥ふれふれバザー(東北応援) 
五平餅・お宝焼きなど レトルトカレー、杜のどーなつなど 



平成２６年２月の予定                    （１月 31 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 土 大正琴② 
大正琴ねむの木 
クンペイズ(スポーツレク) 

大正琴教室②、パソコン教室 
機能訓練 

卓球同好会 
クローバーの会(手話) 

2 日  鈴ＲＵＮ(視覚障害者テニス) 
豊身協(理事会)、ピンポン・サークル  
しらゆり俳句会、メゾンドゥラック  
リバティキッズ(勉強会) 

ソレイユ(テニス練習) 

3 月 休 館    

4 火 フラダンス② 
はじめてのフラダンス② 
竹の子会(手話) 

くすのき会(東三河ブロック会) 
豊身協(カラオケ)、竹の子会(手話) 

太鼓クラブ希望 

5 水  育成会(役員会) 
パソコン教室、育成会(役員会) 
車いすダンス同好会 

フェローズ(車いすバスケット) 
ふれあい会(カラオケ) 

6 木 陶芸② オカリッコ倶楽部(オカリナ) 
陶芸教室② 
ピンポン・サークル 

豊障連(理事会) 
車イステニス同好会 

7 金  
ピア定例会、豊聴協(女性部役員会)  
かざ車(さをり織り)、書道クラブ
童里夢(スポーツレク) 

かざ車(さをり織り) 
フェローズ(車いすバスケット) 
花菖蒲(折り紙) 
育成会(ちぎりわいわい太鼓) 

8 土  
かざ車(さをり織り)、大正琴豊身連  
陶芸クラブ、育成会(フライングディスク)  
ＷＲＡＰ ＶｉＶｉ(勉強会) 

パソコン教室、かざ車(さをり織り)  
育成会(和太鼓教室)、知的障害者テニス  
陶芸クラブ、ＷＲＡＰ ＶｉＶｉ(勉強会)  

卓球同好会 
クローバーの会(手話) 

9 日 
テニス③ 
クラフト③ 

育成会(本人部会) 
育成会(ダンス) 
ＷＲＡＰ ＶｉＶｉ(勉強会) 

テニス教室③、クラフト教室③ 
豊身連(理事会)、車イステニス、かえるの会(勉強会)  
ＷＲＡＰ ＶｉＶｉ(勉強会)、メゾンドゥラック  

かえるの会(勉強会) 

10 月 休 館    

11 火 
休 館 

(建国記念の日) 
   

12 水   
パソコン教室 
車いすダンス同好会 

フェローズ(車いすバスケット) 
ふれあい会(カラオケ)、船(書道) 
ささゆりの会①(勉強会) 

13 木  アレルギーっ子の会(勉強会) ピンポン・サークル 
車イステニス同好会 
知的障害者テニス(役員会) 

14 金 消防訓練 
かざ車(さをり織り)、書道クラブ 
童里夢(スポーツレク) 

消防訓練、かざ車(さをり織り)  
ミントクラブ(バドミントン) 
花菖蒲(折り紙) 

15 土 大正琴③ 大正琴ねむの木、ボッチャクラブ 
大正琴教室③、パソコン教室 
鈴ＲＵＮ(視覚障害者テニス) 

豊聴協(理事会)、卓球同好会 
クローバーの会(手話) 

16 日  
愛腎協(会議) 
ほがらか(お絵かき教室) 

フェローズ(車いすバスケット) 
メゾンドゥラック 

 

17 月 休 館    

18 火 
七宝焼き① 
フラダンス③ 

はじめてのフラダンス③ 七宝焼き教室①、竹の子会(例会) 太鼓クラブ希望 

19 水 絵てがみ③ 絵てがみ教室③ 
パソコン教室 
車いすダンス同好会 

フェローズ(車いすバスケット) 
ふれあい会(カラオケ) 

20 木 陶芸③ オカリッコ倶楽部(オカリナ) 
陶芸教室③ 
ピンポン・サークル、不老会(会議) 

くすのき会(役員会) 
車イステニス同好会 

21 金  
育成会(東三河ブロック会) 
かざ車(さをり織り)、書道クラブ 
童里夢(スポーツレク) 

かざ車(さをり織り)、和紙工芸 
フェローズ(車いすバスケット) 
花菖蒲(折り紙) 
育成会(ちぎりわいわい太鼓) 

22 土  
かざ車(さをり織り)、大正琴豊身連  
ピヨちゃんズ(スポーツレク) 

パソコン教室、かざ車(さをり織り)  
陶芸クラブ、鈴ＲＵＮ(視覚障害者テニス)  

卓球同好会、クローバーの会(手話)  
ささゆりの会①(勉強会) 

23 日 テニス④ 
ピアカウンセラー面接 
くすのき会(家族会例会) 
知的障害者テニス、パステルクラブほのか  

テニス教室④、ピアカウンセラー面接  
くすのき会(たんぽぽ)、車イステニス  
むべの会(例会)、メゾンドゥラック  

ソレイユ(テニス) 

24 月 休 館    

25 火 七宝焼き②  
七宝焼き教室② 
豊身協(カラオケ)、竹の子会(手話) 

フェローズ(車いすバスケット) 

26 水   
パソコン教室、車いすダンス同好会  
笑い太鼓(スポーツレク) 

フェローズ(車いすバスケット) 
ふれあい会(カラオケ) 

27 木 陶芸④  
陶芸教室④ 
ピンポン・サークル 

車イステニス同好会 

28 金  
かざ車(さをり織り)、書道クラブ 
童里夢(スポーツレク) 

かざ車(さをり織り) 
ミントクラブ(バドミントン) 
花菖蒲(折り紙) 


