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春はすぐそこ 
三寒四温という言葉を特に身を持って実感している今日この頃、 

みなさんいかがお過ごしですか？2月4日のさくらカフェはＮＨＫ

の「家族に乾杯」で鶴瓶さんが二川本陣を訪れたこともあり、とて

も盛り上がりました。新しくできたパンとカフェ「公園通り」から

の出張カフェも好評でした。行ったことがある場所も改めてお話を

聴くと魅力を再発見できますね。また、話をききたいところがあれ

ば事務所にリクエストしてください。さあ、3月です！1年のしめ

くくり、卒業や新しいスタート準備を笑顔で見守り応援する人され

る人、みなさんそれぞれに元気よく過ごせますように。 

移動動物園 1 Day Zoo 
春休みお楽しみ企画 

「アーロと少年」映画会 

４月以降の教室・行事予定 

３月27日(日) 
AM10:00～PM3:00 

３月 29 日(火) 
AM10:00～PM3:00 
 ３月 30 日(水) 

AM10:00～正午 

１を忘れない集い ３． １ 

３月 11 日(金) 
PM1:00～PM4:00 

防災講話、煙体験ハウス、放水訓練 

受賞報告、防災教育チャレンジプラン 

防災コンテスト 

作品活用賞受賞  

うきうきステージ 

手話ライブ、大正琴、オカリナ 

ウクレレ、フラダンス etc. 

まるまる体験コース 

折り紙、絵てがみ、陶芸 

革工芸、クラフト etc. 

ほかほか模擬店 
お宝焼き お団子 etc. 

あれから 5年･･･ 

きらきら作品展 
寄せ植え、七宝焼き 

絵画、陶芸、書道 

編み物 

大きいけれど弱虫な恐竜アーロと、 
小さいけれど勇敢な少年スポットの物語 

会場：ユナイテッドシネマ豊橋 18 

定員:100 名（申込順） 

3/1～ 受付開始 

入場無料 

申込不要 

どなたでも 

参加できます 

定員:30 名 受付中 

申込受付中 
定員になりしだい〆切 

モルモット、ヘビ、ウサギ、トカゲ 

リクガメ、タカ、フクロウなど… 

かわいい動物たちが大集合！ 

ポニー乗馬体験 
対 象：30kg 以下の児童 

先着20名！ 

さくらカフェ 

対象：おおむね３歳～18歳の障害児と親 

さくらピア事務室でチケットの購入が必要です！ 

さくらピア 春こいまつり 

・バドミントン教室 5/8(日) PM2:00～ 

・クラフト教室 5/8(日) PM1:30
～ 

・卓球教室 4/2(土) PM6～ ･････ 3/1～ 受付開始 

4/15～ 
受付開始 



春こいまつり！ 10時～15時 

平成 28年3 月の予定                                                                                2 月 19 日現在  

日 曜 教室・行事 午前（９時～正午） 午後（正午～１８時） 夜間（１８時～２１時） 

1 火  
豊身協(カラオケ)、ソレイユ 
竹の子会(手話)、花菖蒲(折り紙) 

Brilliant Cats(車いすバスケ) 

2 水   
パソコン教室、アロアロ(フラ) 
車いすダンス 

ふれあい会(カラオケ)、船(書道) 
フェローズ(車いすバスケ) 

3 木 編み物教室 
、加藤グループ 

オカリッコ倶楽部 
にしぐち学園、ピンポンサークル 豊障連(理事会)、車イステニス 

4 金  
ピア(定例会)、書道クラブ 
童里夢、かざ車、てくてく 

かざ車(さをり織り) フェローズ(車いすバスケ) 

5 土 ねむの木(大正琴)、ピヨちゃんズ パソコン教室、機能訓練 卓球同好会、クローバー(手話) 

6 日 
テニス教室 

シニアサイン教室 
豊盲協(総会)、 
鈴 RUN(視覚障害者テニス) 

、豊身協(理事会) 
豊身連(理事会)、金成グループ 

7 月 休館   

8 火  竹の子会(役員会) 
豊身協(カラオケ)、ソレイユ 
竹の子会(手話)、花菖蒲(折り紙) 

フェローズ(車いすバスケ) 
豊通会 

9 水 うたごえ教室  
、パソコン教室 

車いすダンス 
ふれあい会(カラオケ)、フェローズ  
ささゆりの会① 

10 木  
育成会(役員会)、加藤グループ 
あかね荘(勉強会) 

にしぐち学園、ピンポンサークル 
あかね荘 

車イステニス 

11 金 
3.11を 

忘れない集い 
童里夢、書道クラブ、てくてく 
かざ車(さをり織り) 

3.11を忘れない集い/避難訓練 
ミントクラブ(バドミントン) 

かざ車、ハーモニカクラブ 

12 土  
育成会(フライングディスク) 
かざ車(さをり織り) 

パソコン教室、豊聴協(理事会)、 
豊身連(大正琴)、育成会(和太鼓)、 
陶芸クラブ、かざ車(さをり織り) 
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) 

13 日 
育成会(ダンス)、豊身連(音楽療法) 
くすのき会(例会) 

くすのき会(たんぽぽ) 
知的障害者テニス、鍼灸マッサージ師会  

 

14 月 休館    

15 火  
豊身協(カラオケ)、ソレイユ 
竹の子会(手話)、花菖蒲(折り紙) 
えなめーる(七宝焼き) 

Brilliant Cats(車いすバスケ) 
育成会(絵画教室) 

16 水 
スポレク教室 

(水曜) 
パソコン教室、アロアロ(フラ) 
車いすダンス 

ふれあい会(カラオケ) 
フェローズ(車いすバスケ) 

17 木 編み物教室 
、オカリッコ倶楽部 

加藤グループ、アレルギーっ子の会  
にしぐち学園、ピンポンサークル くすのき会(理事会)、車イステニス  

18 金 陶芸教室 
童里夢、書道クラブ、てくてく 
かざ車(さをり織り) 

、和紙工芸 
かざ車(さをり織り) 

車いすを楽しむ会 
フェローズ(車いすバスケ) 

19 土  ねむの木(大正琴)、ボッチャクラブ  
パソコン教室、ねむの木(大正琴)、
豊身連(大正琴)、セカンドブリッジ  
鈴 RUN(視覚障害者テニス) 

卓球同好会、ささゆりの会① 
クローバーの会(手話) 

20 日 休館    

21 月 休館    

22 火  昴(スポレク) 
豊身協(カラオケ)、ソレイユ、楓 
竹の子会(手話)、花菖蒲(折り紙) 

フェローズ(車いすバスケ) 

23 水 うたごえ教室 昴(スポレク) 
、パソコン教室 

笑い太鼓、アロアロ(フラ) 
ふれあい会(カラオケ)、青年学級 
フェローズ(車いすバスケ) 

24 木 加藤グループ、オカリッコ倶楽部 にしぐち学園、ピンポンサークル 車イステニス 

25 金  
童里夢、書道クラブ、てくてく 
かざ車(さをり織り) 

レザークラブ、ハーモニカクラブ 
かざ車(さをり織り) 

ミントクラブ(バドミントン) 

26 土 かざ車(さをり織り) 
パソコン教室、ねむの木(大正琴) 
陶芸クラブ、かざ車(さをり織り) 

クローバーの会(手話) 

27 日 春こいまつり             わくわくゲスト / うきうきステージ / まるまる体験コース 
きらきら作品展 / 東北応援バザーなど                   

28 月 休館   

29 火 
1 DAY ZOO 

(移動動物園) 

1 DAY ZOO(移動動物園) 10 時～12 時 
 ポニー乗馬体験あります 
 ウサギ、フクロウ、トカゲなど 
何が来るかな？お楽しみに！ 

1 DAY ZOO(移動動物園) 13 時～15 時 

Brilliant Cats(車いすバスケ) 豊身協(カラオケ)、ソレイユ 
竹の子会(手話)、花菖蒲(折り紙) 

30 水 
映画会 

＠ユナイテッドシネマ 
昴(スポレク) パソコン教室 

ふれあい会(カラオケ) 
フェローズ(車いすバスケ) 

31 木 豊身協(監査)、加藤グループ ピンポンサークル 車イステニス 
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