
・行事等の詳細はホームページ、広報とよはし等でご確認ください。 

・お申し込みは、①電話、②申込書を FAX or １階事務室まで提出のいずれかでお願いします。受付開始日以前でのお申し込みはできませんので、あらかじめご注意ください。 
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さくらカフェ 

公園の魅力 

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） 

避難所体験 

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) 

 

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 

 

参 加 者 受 付 中 

サマースクール 
ポッキー先生のうんどう遊び 

こども防災ゲーム／音楽療法リトミック 

納涼夏祭り 

うたごえ教室 ウクレレ教室 

編み物教室 

木登り体験 

5 
24 

8/ 

8/ 

さくらカフェ 

まで 

9/ ４ AM10:00～PM4:45 

(お昼休憩あり) 

プール利用案内 

(日) 

※休場日・利用制限があります。 
プール利用の詳細は、事務室まで
お問い合わせください。 

９月４日(日) 

AM10:00～PM3:00 

９月２日(金) 

PM1:30～PM3:00 

 

８月 27日(土) PM5:00～PM7:30 

みんなのサイン 

七夕ライブ 

金 

水 

９月 14日(水) ～ 

PM1:30～PM3:00 

 

９月４日(日) ～ 

PM2:30～PM3:30 

 

10月６日(木) ～ 

AM10:00～正午 

 

10月 23日(日) ～ 

PM5:00～PM7:00 

 

8/2～受付開始 8/2～受付開始 

模擬店（おにぎり・フランクフルトなど） 

 ゲームスタンプラリー 

スタンプを集めて景品をゲット！ 

障害者作品即売会 

みんなで踊ろう盆踊り！ 入場無料／申込不要 

ブラインド・テニス＆卓球体験 

８月７日(日) AM10:00～AM12:00 

視覚障害者  

8/2～受付開始 

8/2～ 
受付開始 

童謡を歌おう! ウクレレを初歩から! 

夏休みに入りました。さくらピアにも子どもたちの姿が多く見られる 

ようになりました。子どものころから、地域の障害者の存在を知って

おくことは、とても大切な事だと思います。納涼夏祭りやライブ、 

避難所体験などの公開行事には、ぜひお友達を誘ってきてください。 

７月10日は七夕織姫ライブが開催され、美しい歌声とチェンバロでステキな

夕暮れ時を過ごすことができました。はじめて見る楽器で、内側の装飾も格調

高く見事な物でした。風鈴まつりは 300個の風鈴がロビーを賑わせ、新聞各紙

でご紹介していただいたこともあり、家族で見学にきた方も多かったです。 

みなさんご協力ありがとうございました。 

熊本はじめ各地で、地震や豪雨災害のニュースが続いています。被災地の皆

さまにお見舞い申し上げると共に、豊橋の皆さんも備えをお願いいたします。 
 

和太鼓体験 

9/1～受付開始 9/1～受付開始 

手話&身振りで会話 初心者 OK！ 

の方の 



平成 28 年８月の予定                                                                                ７月 26 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 月 休館    

2 火 水泳教室 、すてっぷ 
豊身協(カラオケ)、花菖蒲(折紙) 
にしぐち学園 

愛士会(ASL) 
Brilliant Cats(車いすバスケ) 

3 水  にしぐち学園 
パソコン教室、アロアロ(フラ) 
くすのき会(東三河ブロック会議) 
車いすダンス、豊通会(学習ｻﾛﾝ) 

ふれあい会(カラオケ)、船(書道) 
フェローズ(車いすバスケ) 

4 木 水泳教室 、オカリッコ倶楽部 
ピンポンサークル、千里(雅楽) 
にしぐち学園、チャイルドハート 

車イステニス 
知的障害者テニス(役員会) 

5 金 
サマースクール 
（運動あそび） 

 
かざ車(さをり織り)、てくてく 
ハーモニカ、ただいまおかえり会 

フェローズ(車いすバスケ) ピア(定例会)、書道クラブ 
かざ車(さをり織り) 

6 土  
ボッチャクラブ 
とよはし青年学級 

パソコン教室、機能訓練 
スペシャル、希望(太鼓) 
キッズアトリエ、行方グループ 

豊聴協(理事会)、卓球同好会 

クローバーの会(手話) 

7 日  
鈴 RUN(ブラインドテニス体験) 
鈴虫(サウンドピンポン体験) 

豊身連(理事会)、豊身協(理事会) 
AICHI テトリス、ウクレレクラブ 

 

8 月 休館    

9 火 水泳教室 
、豊障連(実行委員) 

竹の子会(手話) 
豊身協(カラオケ)、にしぐち学園 
花菖蒲(折紙)、りす組、竹の子会 

フェローズ(車いすバスケ) 

10 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、チャイルドハート 

ふれあい会(カラオケ)、愛通研 
フェローズ(車いすバスケ) 

11 木 休館    

12 金  
かざ車(さをり織り)、書道クラブ 
すてっぷ、愛士会(座学) 

かざ車(さをり)、愛士会(実技) 
ただいまおかえり会 

ミントクラブ(バドミントン) 

13 土   
パソコン教室、陶芸クラブ 
知的障害者テニス 

卓球同好会 

14 日  豊身連(音楽療法)、SMILE   

15 月 休館    

16 火 水泳教室 、すてっぷ 
花菖蒲(折紙)、にしぐち学園 
えなめーる(七宝焼) 

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

17 水  にしぐち学園 
パソコン教室、車いすダンス 
チャイルドハート 

フェローズ(車いすバスケ) 

18 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 

19 金  
かざ車(さをり織り)、書道クラブ 
てくてく、すてっぷ、童里夢 

かざ車(さをり織り)、和紙工芸 
ただいまおかえり会 

育成会(ちぎりわいわい太鼓) 
フェローズ(車いすバスケ) 

20 土  
かざ車(さをり) 、豊身連(大正琴) 
ねむの木(大正琴)、ピヨちゃんズ 

パソコン教室、ねむの木(大正琴) 
鈴 RUN(ブラインドテニス) 
かざ車(さをり)、セカンドブリッジ  

卓球同好会、クローバー(手話) 

21 日  はなまる 整友会(ボッチャ)  

22 月 休館    

23 火 水泳教室 
、すてっぷ 

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 
チャイルドハート、楓 

フェローズ(車いすバスケ) 

24 水 
サマースクール 
(こども防災/リトミック) 

 ふれあい会(カラオケ) 
フェローズ(車いすバスケ) にしぐち学園 パソコン教室、笑い太鼓 

25 木  水泳教室(予備日)、加藤グループ ピンポン、にしぐち、千里(雅楽) 車イステニス 

26 金  
育成会(東三河ﾌﾞﾛｯｸ会)、てくてく 
書道クラブ、童里夢、すてっぷ 

ハーモニカクラブ、レザークラブ 
ただいまおかえり会 

ミントクラブ(バドミントン) 

27 土 納涼夏祭り 
動作法、ボッチャクラブ 
ねむの木(大正琴) 

パソコン教室、ねむの木(大正琴) 
陶芸クラブ、ボッチャクラブ  

28 日 和太鼓教室 
くすのき会(例会)、ほのか(パステル)  
知的障害者テニス 

、くすのき会(たんぽぽ) 
ウクレレクラブ、Shin(バレー) 

 

22 月 休館    

30 火  楓 
豊身協(カラオケ)、花菖蒲(折紙) 
竹の子会(手話)、にしぐち、楓 

Brilliant Cats(車いすバスケ) 

31 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) 
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