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防災タイム 

 

全国各地で地震や局地豪雨のニュースが次から

次に届きます。心からお見舞い申し上げます。 

さて、６月 11日に豊障連大会が開かれました。 

「ゆるスポーツ」という新しい分野を開拓して

いる澤田智洋さんをお招きして、障害があっても

楽しめるスポーツを紹介していただきました。 

教室・講座案内 行事案内 

７月 30日(土) 

AM10:00～AM12:00 夏休み親子防災教室 

避難所体験 

１. 防災頭巾を作ろう 講師： 尾崎 公枝さん 

（豊橋防災ボランティア 

コーディネーターの会） 

２. 防災手話を覚えよう 講師：豊橋市聴覚障害者協会 

豊橋手話通訳学習者の会 

 

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) 

 

9月 24日(土)、25日(日) 

 

七夕織姫ライブ 7月 10日(日) 

PM6:00～PM7:30 入場無料／申込不要 

プール開き 7月５日(火)～９月４日(日) 

対象：障害者とその介護者 

※水泳教室開催中は、一般の方はご利用できません。 

。 

対象：小学生以上の親子 

または祖父母と孫 参加者(一般 OK)、受付中！ 

8/1～受付開始 

防災教育チャレンジプラン採択事業 

2016年 さくらピア 

話してみよう！あのときのこと、これからのこと 

 

親子陶芸教室 ７月 31日(日) AM10:00～ 

木登り体験 

９月４日(日) AM10:00～PM3:00 

水泳帽の着用が必要です 

和太鼓体験 ７月 17日(日) 

／８月28日(日) 

サマースクール 

さくらカフェ 第 3回 

 

「公園の魅力」 

PM1:00～PM3:00 

７月 28日(木) 

AM10～AM12 

映画鑑賞「ファインディングドリー」 

会場:ユナイテッドシネマ豊橋 

８月５日(金) 

AM10～AM12 

ポッキー先生のうんどう遊び 

８月 24日(金) 

AM10～PM3 

午前 こども防災ゲーム 
午後 音楽療法リトミック 

申込受付中 

９月２日(金) PM1:30～PM3:00 

 

受付中！ 

お泊まり体験／お試し 朝の非常食 

あそ防災（親子で楽しむ防災レク） 部分参加 

  ＯＫ！ 

8/1～受付開始 

8/1～ 

受付開始 

最後にベビーバスケの体験もして、とても 

楽しい総会になりました。 

防災タイムは、40団体 450人を越える方に参加 

していただいています。半分以上の方が、初めて 

避難訓練をする方で、待機所や非常口のカギの開け

方、防災ラジオドラマなどを学び、グループで協力

し合って行動できるように訓練しました。 

豊障連大会 風鈴まつり 



平成 28 年７月の予定                                                                                ６月 22 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 金  
ピア(定例会)、かざ車(さをり織り) 
難聴者協会(手話)、書道クラブ 

かざ車(さをり織り)、笑おう舎 
育成会(ちぎりわいわい太鼓) 
フェローズ(車いすバスケ) 

2 土  すてっぷ 
パソコン教室、機能訓練 
ねむの木(大正琴)、育成会(和太鼓) 

卓球同好会、クローバー(手話) 

3 日 
バドミントン

教室 
鈴 RUN(視覚障害者テニス) 
しらゆり俳句会、障害者青年学級 

 
豊身協(理事会)、ウクレレクラブ 

高ボラ OBOG 会 

4 月 休館    

5 火   
豊身協(カラオケ)、花菖蒲(折紙) 
にしぐち学園 

フェローズ(車いすバスケ) 

6 水  
豊岡中(三校交流会) 
にしぐち学園 

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、ささゆりの会 

7 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 

8 金  書道クラブ、かざ車(さをり織り) 
かざ車(さをり織り)、カサブランカ  
ハーモニカクラブ 

ミントクラブ(バドミントン) 

9 土  
育成会(フライングディスク) 
かざ車(さをり)、豊身連(大正琴) 
ねむの木(大正琴) 

パソコン教室、陶芸クラブ 
かざ車(さをり織り) 

豊聴協(理事会)、卓球同好会 
クローバー(手話)、希望(太鼓) 
ささゆりの会 

10 日 
クラフト教室 
七夕織姫ライブ 

豊聴協(80 周年記念行事) 
豊身連(東三河地区協議会) 
豊身連(音楽療法)、クンペイズ 

、豊身連(理事会) 
豊聴協(80 周年記念行事) 
Shin(バレー)、えなめーる(七宝) 

七夕織姫ライブ＠ロビー 
18：00～19：30 

出演：小杉由子(ソプラノ歌手) 

11 月 休館    

12 火  竹の子会(手話) 
豊身協(カラオケ)、花菖蒲(折紙) 
竹の子会(手話)、ほっとぴあ 
にしぐち学園 

愛士会(ASL) 
Brilliant Cats(車いすバスケ) 

13 水  父母の会(理事会)、にしぐち学園 
パソコン教室、車いすダンス 
うたごえサークル 

ふれあい会(カラオケ) 
愛通研(東三河班)、フェローズ 

14 木  加藤グループ、笑おう会サロン ピンポンサークル、にしぐち学園 車イステニス 

15 金  
育成会(東三河ブロック会) 
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 
ちぎりわいわい太鼓、フェローズ 
車いすを楽しむ会 

16 土  
ボッチャクラブ 
育成会(のんのん教室) 

パソコン教室、セカンドブリッジ 
鈴 RUN(視覚障害者テニス) 

卓球同好会、クローバー(手話) 

17 日 
バドミントン 
和太鼓教室 

ゆたか学園 
、ウクレレクラブ

 

18 月 休館    

19 火 休館    

20 水  にしぐち学園 
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) 

21 木 水泳教室 
、アレルギーっ子の会 

加藤グループ、オカリッコ倶楽部 
ピンポンサークル、にしぐち学園 

くすのき会(役員会) 
車イステニス 

22 金  書道クラブ、かざ車(さをり織り) 
かざ車、ハーモニカ、レザークラブ  
楓、ただいまおかえり会 

ミントクラブ(バドミントン) 

23 土  
動作法、豊身連(大正琴)、 
かざ車(さをり織り)、すてっぷ 

パソコン教室、ピヨちゃんズ 
かざ車、ゆにく、陶芸クラブ 

卓球同好会、クローバー(手話) 

24 日  
知的障害者テニス 
ほのか(パステル) 

Shin(バレー)、ムベの会 
ウクレレクラブ 

 

25 月 休館    

26 火 水泳教室 、竹の子会(手話) 
豊身協(カラオケ)、花菖蒲(折紙) 
竹の子会(手話)、にしぐち学園 

愛士会(ASL) 
Brilliant Cats(車いすバスケ) 

27 水  にしぐち学園
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(車いすバスケ) 

28 木 
サマースクール

(映画) 
水泳教室 

ピンポンサークル、にしぐち学園 車イステニス 

、加藤グループ

29 金  書道クラブ ただいまおかえり会 フェローズ(車いすバスケ) 

30 土 親子防災タイム 
 

ねむの木(大正琴) 
パソコン教室、ねむの木(大正琴) 卓球同好会、クローバー(手話) 

31 日 親子陶芸教室 
親子陶芸教室、くすのき会(例会) 
豊身連(スポーツのつどい) 
豊聴協(野球連盟理事会) 

くすのき会(たんぽぽ) 
豊身連(スポーツのつどい) 
豊聴協(野球連盟理事会) 
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