
３月は さくらピアの イベントに 行こう    
２月は各地で記録的な大雪に見舞われ、交通網の寸断やけが人などが相次

ぎました。被害に遭われた方々へお見舞い申し上げます。さくらピアでは花
壇のチューリップが芽を出しました。春は出会いと別れの季節です。今年度
最後のひと月が充実するといいですね。  
さて、第１８回防災まちづくり大賞授賞式が２月６日に総務省で行われま

した。表彰式では立派な盾を授かり、交流会ではさくらピアのＰＲを交えつ
つ、受賞１５団体との談話・会食を楽しみました。また、選定委員長からは
「要援護者福祉のパイオニア」とご講評いただきました。この言葉を胸に刻
み、避難所体験をはじめとしたさくらピアの防災啓発活動のさらなる発展・
充実を目指していきたいと思います。  
「防災」といえば、２月１４日に消防訓練を実施しました。会館各部屋か

らロビーへの避難訓練のあと、今回はじめて避難所ＨＵＧを実施しました。
避難所運営の立場に立って、避難者や救援物資を配置するカードゲームです。
避難所に来た人の健康状態、障害種別、世帯構成、町名・組などを考慮して
配置しなければならないため大変です。そのほかトイレの開放、駐車場の確
保やペットの対処など、頭が痛くなりますがとてもためになるゲームでした。  
スポーツ文化教室は、２月１８日・２５日に七宝焼き教室を開催しました。

釉薬やミルフィオリの盛り付けが難しいですが、キーホルダーとオリジナル
プレートが完成しました。現在さくらピアではテニス、大正琴、フラダンス、
絵てがみ、陶芸の５つの教室を開催しており、毎週盛り上がっています。  
３月は３.１１、２７日の 1 Day Zoo、３０日の春こいまつりと、大きな

イベントが３つもあります。ご都合の合う方は、ぜひ足をお運びください。 

 

 

  

   

■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・ワッフル付き） 
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★（満員）３月２６日(水) 午後１時３０分～３時 
 

★１ Day Zoo★（受付中） 
３月２７日(木) 午前１０時～午後３時 
さくらピア体育館が動物園に！触れる 
だけでなく、記念撮影や餌やりも！ 
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■４月から平成 26年度が始まります■  
今年度の来館者数は、のべ52,000人以上にのぼる予定です。 
お礼申し上げるとともに、今後ともよろしくお願いします。 
 

2/14(金) 消防訓練・HUGゲーム 

 

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 

穂の国とよはし芸術劇場 PLAT アートスペース にて 
 

・映画上映  架け橋 きこえなかった 3.11 
 
・講演 命に関わる情報に格差があってはならない 
 
・防災まちづくり大賞総務大臣賞受賞報告 
 
参加にはお申込みが必要です。/ 下肢障害者専用駐車場あり（台数に限りあり） 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 ■４月以降の予定■   
★豊障連評議委員会★ ４月１９日(土)  
★クラフト教室★ ５月１１日(日)から  
★さくらカフェ 緑のカーテンを作ろう★ 
５月１４日(水) 午後１時３０分～３時 

 



平成２６年３月の予定 （2 月 26 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④ 
大正琴ねむの木 
ピヨちゃんズ(スポレク) 

大正琴教室④、パソコン教室 
機能訓練、クンペイズ(スポーツレク) 

卓球同好会 
クローバーの会(手話) 

2 日  
鈴ＲＵＮ(視覚障害テニス) 
Ｍ ＢＬＡＮＣＨＥ(フルート) 

豊身連(理事会)、豊身協(理事会)、豊盲協(総会)  
ピンポン・サークル、リバティキッズ、メゾンドゥラック  

シュガー(テニス) 

3 月 休 館    

4 火 フラダンス④ 
はじめてのフラダンス④ 
竹の子会(手話) 

豊身協(カラオケ) 
竹の子会(手話) 

太鼓クラブ希望 

5 水   
パソコン教室 
低肺機能グループ(研修会) 

フェローズ(車いすバスケ) 
ふれあい会(カラオケ) 

6 木  
オカリッコ倶楽部(オカリナ) 
木村グループ(大正琴) 

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、かざ車(さをり織り) 
童里夢(スポレク)、書道クラブ、あかね荘(ランニング)  

かざ車(さをり織り) 
あかね荘(食事) 

フェローズ(車いすバスケ) 
花菖蒲(折り紙)、育成会(わいわい太鼓) 

8 土  
かざ車(さをり織り)、大正琴豊身連  
育成会(フライングディスク) 

パソコン教室、かざ車(さをり織り)、陶芸クラブ  
Ｓｈｉｎ(ソフトバレー)、ささゆりの会①(検査)  

豊聴協(理事会)、クローバーの会(手話) 
卓球同好会、ささゆりの会(検査/勉強会)  

9 日 テニス⑤ 
育成会(トランポリン) 
愛腎協(会議) 

テニス教室⑤、車イステニス、かえるの会(勉強会) 
メゾンドゥラック(スポレク)、しらゆり俳句会  

かえるの会(勉強会) 
ソレイユ(テニス) 

10 月 休 館    

11 火 3.11 を忘れない 障害者の防災を考える集い 
午後２時～４時３０分 
穂の国芸術劇場 PLAT にて！ 

フェローズ(車いすバスケ) 
ささゆりの会①(検査)、太鼓クラブ希望  

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) 
ふれあい会(カラオケ)、船(書道) 

13 木  木村グループ(大正琴) ピンポン・サークル 車イステニス同好会 

14 金 
さくらカフェ 
(桜のはなし) 

かざ車(さをり織り)、書道クラブ 
童里夢(スポレク) 

さくらカフェ(桜のはなし) 
かざ車(さをり織り)、和紙工芸、ハーモニカクラブ  

ミントクラブ(バドミントン) 
花菖蒲(折り紙) 

15 土 大正琴⑤ 
大正琴ねむの木 
ボッチャクラブ 

大正琴教室⑤、パソコン教室 
鈴ＲＵＮ(視覚障害テニス) 

卓球同好会、育成会(和太鼓) 
クローバーの会(手話) 

16 日  
豊聴協(災害対策講座) 
鈴 RUN(視覚障害テニス)、ほがらか(お絵かき教室) 

豊聴協(災害対策講座)、むべの会(例会) 
鈴 RUN(視覚障害テニス)、鍼灸マッサージ師会  

豊聴協(青年部) 

17 月 休 館    

18 火 フラダンス⑤ はじめてのフラダンス⑤ 
豊身協(カラオケ) 
竹の子会(例会) 

フェローズ(車いすバスケ) 
育成会(絵画教室) 

19 水 絵てがみ④ 
絵てがみ教室④、車いすダンス同好会  
豊障連(民生委員との話し合い) 

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) 
ふれあい会(カラオケ)、ささゆりの会①(勉強会)  

20 木  
オカリッコ倶楽部(オカリナ) 
木村グループ(大正琴) 

ピンポン・サークル 
くすのき会(役員会) 
車イステニス同好会 

21 金 
休 館 

（春分の日） 
   

22 土  
かざ車(さをり織り) 
大正琴豊身連、ＮＰＯ連絡会(会議)  

パソコン教室、かざ車(さをり織り)  
陶芸クラブ、クンペイズ(スポレク)  

卓球同好会 
クローバーの会(手話) 

23 日 テニス⑥ 
知的障害者テニス 
福祉レクセミナー、ほのか(パステル) 

テニス教室⑥、車イステニス、かえるの会(勉強会) 
メゾンドゥラック(スポレク)、福祉レクセミナー  

かえるの会(勉強会) 
ソレイユ(テニス) 

24 月 休 館    

25 火 フラダンス⑥ はじめてのフラダンス⑥ 
豊身協(カラオケ) 
竹の子会(手話) 

フェローズ(車いすバスケ) 

26 水 寄せ植え  
寄せ植え講座、パソコン教室 
車いすダンス同好会、笑い太鼓(スポレク)  

フェローズ(車いすバスケ) 
ふれあい会(カラオケ) 

27 木 
1 Day Zoo 
陶芸⑤ 

1 Day Zoo(移動動物園) 
アレルギーっ子の会(勉強会) 

1 Day Zoo(移動動物園) 
陶芸教室⑤、ピンポン・サークル 

車イステニス同好会 

28 金  
育成会(東三ブロック)、書道クラブ  
かざ車(さをり織り)、童里夢(スポーツレク)  

かざ車(さをり織り) 
ハーモニカクラブ 

ミントクラブ(バドミントン) 
花菖蒲(折り紙) 

29 土 大正琴⑥ 育成会(準備) 大正琴教室⑥、育成会(準備) クローバーの会(手話) 

30 日 
午前１０時～午後３時 

    さくらピア全館にて！ 
 

31 月 休 館    


