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熊本地震・義援金のお願い 

 

さくらピア避難所体験 9/24(土)、25(日) 

 

   防災タイム実施中 
5月から、各利用団体ごとに防災タイムが始

まりました。 「非常階段を初めて知った」、

「毎年やった方が良いね」等の感想をいただ

いています。職員も気が付かなかった発見が

あり、勉強になります。5月 20日の中日新聞

にも掲載され、障害者防災の理解啓発に貢献 

 することができました。 

さて 5月 11日にさくらカフェで、今年も

緑のカーテン作りを学びました。19 日に市

から苗やネットが配られ、少しずつ植付を

始めています。今年も通用口の近くを通る

人たちがゴーヤコミュニケーションをする

声が聞こえてくるのもすぐでしょう。 

 

行事案内 
 

教室・講座案内 
 

話してみよう！ あのときのこと、これからのこと 

講演会①「あのときのこと」24 日 午後１時半～３時半 

講師：森 正義 氏 (宮城県障害者社会参加推進センター所長) 

講演会②「これからのこと」24 日 午後６時～午後８時 

講師：堀 清和 氏 (臨床福祉学博士) 

 

熊本地震で被災された皆様に、心よりお見舞い

申し上げます。さくらピアロビーでは、被災者

の方々への義援金を募集しています。 

皆様の温かいご支援を 

よろしくお願いします。 

豊障連大会 6月 11日(土) 

PM1:30～PM3:45 

七夕風鈴まつり 

6/7 ～ 7/10 

水泳教室 

サマースクール 

親子陶芸教室 

さくらカフェ 第２回 

ラジオ体操で元気になろう！ 

クラフト教室 

６月 30日(木) 

AM10:00～正午 
受付中 

入場無料 

申込不要 

七夕織姫ライブ 7月 10日(日) 

PM6:00～PM7:30 

ロビーに風鈴を飾ろう！ 

会場：あいトピア 

出演: 

(ソプラノ歌手) 

小杉由子さんほか 

 

さくらカフェ 

７月 21日(木)～ AM10:00～正午 

７月 28日(木) 
８月５日(金) 
８月 24日(水) 

ユナイテッドシネマ豊橋 

こども防災＆音楽療法 

ポッキー先生の運動あそび 

７月 31日(日) AM10:00～AM11:30 

 

プール開き 7/5(火)～ 

親子で陶芸に挑戦！ 

6/15～受付開始 

夏の思い出を作ろう！ 

風鈴販売中！ 

バドミントン教室 

夏休み親子防災教室 ７月 30日(土) 

AM10:00～正午 内容:防災頭巾と防災手話 
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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 水   
パソコン教室、くすのき会(東三河)  
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) 

2 木  
育成会(役員会)、加藤グループ 
オカリッコ倶楽部 

育成会(役員会)、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 

3 金  
ピア(定例会)、書道クラブ 
童里夢、難聴者協会(手話) 
かざ車(さをり織り)、てくてく 

かざ車(さをり織り) 
蓮田町自治会(会議) 
フェローズ(車いすバスケ) 

4 土  ねむの木(大正琴) 
パソコン教室、機能訓練 
豊身協(理事会)、Shin(バレー) 
ねむの木、育成会(和太鼓) 

豊聴協(会合)、卓球同好会 
クローバーの会(手話) 

5 日 
バドミントン

教室 
鈴 RUN(視覚障害者テニス) 
ナイス(総会) 

バドミントン教室③、鈴虫 
豊身連(理事会)、ウクレレクラブ 

 

6 月 休館    

7 火  竹の子会(手話) 
豊身協(カラオケ) 
竹の子会(手話)、花菖蒲(折り紙) 

フェローズ(車いすバスケ) 

8 水   
パソコン教室、車いすダンス 
うたごえサークル、豊通会(学習) 

ふれあい会(カラオケ)、船(書道) 
フェローズ、愛通研(役員会) 

9 木  加藤グループ 
にしぐち学園、ピンポンサークル 
千里(雅楽) 

車イステニス 
知的障害者テニス(役員会) 

10 金  
難聴者協会(手話)、書道クラブ 
かざ車(さをり織り)、てくてく 

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) 

11 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、かざ車(さをり) 
知的障害者テニス、陶芸クラブ 

豊聴協(理事会)、卓球同好会 
クローバー(手話) 

12 日 クラフト教室 育成会(ダンス)、愛腎協 
クラフト教室③、クンペイズ 
豊聴協(80 周年準備/女性部) 
豊身連(音楽療法) 

豊聴協(80 周年準備) 

13 月 休館    

14 火   
豊身協(カラオケ)  
竹の子会(手話)、花菖蒲(折り紙) 

豊通会(役員会)、愛士会(ALS) 
Brilliant Cats(車いすバスケ) 

15 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) 
フェローズ(車いすバスケ) 

16 木  
豊聴協(笑おう会)、加藤グループ 
オカリッコ、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(役員会)、 
車イステニス 

17 金  
童里夢、難聴者協会(手話)、てくてく  
書道クラブ、かざ車(さをり織り) 

かざ車(さをり織り)、和紙工芸 フェローズ(車いすバスケ) 

18 土  
ボッチャクラブ、豊身連(大正琴) 
ねむの木(大正琴) 

パソコン教室、セカンドブリッジ 
鈴 RUN(視覚障害者テニス) 
ねむの木(大正琴) 

卓球同好会、クローバー(手話) 
ささゆりの会 

19 日 
バドミントン

教室 
豊身協(囲碁・将棋・カラオケ) 
知的障害者テニス 

バドミントン教室④、ウクレレ 
豊身協(囲碁・将棋・カラオケ) 

 

20 月 休館    

21 火   
豊身協(カラオケ) 、花菖蒲(折り紙) 
えなめーる(七宝焼き) 

育成会(絵画)、愛士会(ALS) 
フェローズ(車いすバスケ) 

22 水  豊障連(サマースクール打合せ) 
パソコン教室、アロアロ(フラ) 
笑い太鼓、うたごえサークル 

ふれあい会(カラオケ) 
フェローズ、ささゆりの会 

23 木  加藤グループ 
にしぐち学園、ピンポンサークル 
千里(雅楽) 

車イステニス 

24 金  
童里夢、難聴者協会(手話)、書道 
かざ車(さをり織り)、かえるの会 

かざ車(さをり織り)、難聴者協会 
レザークラブ、ハーモニカクラブ 

ミントクラブ(バドミントン) 

25 土  
動作法、豊聴協(体育部会議) 
豊身連(大正琴)、かざ車 

パソコン教室、ピヨちゃんズ 
豊聴協(体育部会議)、陶芸クラブ 
かざ車、キッズアトリエ 

卓球同好会 

26 日  
くすのき会(家族会)、はなまる 
ほのか(パステル) 

くすのき会(たんぽぽ) 
フェローズ(車いすバスケ) 

 

27 月 休館    

28 火  竹の子会(手話) 
豊身協(カラオケ)  
竹の子会(手話)、花菖蒲(折り紙 

Brilliant Cats(車いすバスケ) 
愛士会(ALS) 

29 水  
 

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(車いすバスケ) 

30 木 さくらカフェ さくらカフェ(体操) にしぐち学園、ピンポンサークル 車イステニス 
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	2016年さくらだより６月号裏面

