
・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。 

 

 Vol.78 Since 2010/4 

   リオオリンピックが終わりました。今度はパラリンピック

が、9/7～18まで開催されます。みんなで応援しましょう！ 

さくらピアの水泳教室でも、今年は16名の子どもたちが頑張って

練習をして、ひと夏の間に素晴らしい成長を見せてくれました。 

子どもの可能性は無限だなと、つくづく感心しました。根気よく

指導してくださった先生、暑い中見守り続けた保護者の方の協力

にも感謝です。 

サマースクール、夏まつりが終わり、いよいよ９月です。避難所

体験に、ぜひみなさんお友だち、ご家族と一緒に参加して下さい。

一緒に障害者の防災について語りましょう、体験しましょう。 

そして備えることにつなげましょう。 

 

 避難所体験 
2016年 

さくらピア 9 月24 日 土 、25 日 日 

 

話してみよう！あのときのこと、これからのこと… 
 

水泳教室 

親子防災教室 

親子陶芸教室 

東日本大震災から 5年… 

さくらカフェ 

とよはしの農業 

ブラインドテニス卓球体験 

ポッキー先生のうんどう遊び 

① 講演会 3.11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） 

② (A)講演会 これからのこと 
24 日  

午後６時 

～８時 

講師：堀 清和氏 （臨床福祉学博士） 

親子で楽しむ防災レクリエーション 

(B)あそ防災 

③ お泊まり体験・お試し 朝の非常食 24 日 午後９時～ 

25 日 午前８時半 体育館に泊まろう！ 

④ まとめと講評 25 日 午前９時～10時半 

参加して感じたこと、考えたことを話そう！ 

＠体育館 

＠ロビー 

10月 26日(水) 

受 付 中！ 

午前10 時半～正午 

参加者受付中 / 部分参加 OK！ 

1 日(木)、22 日(木) 

10 月･･･ ６日(木)、27 日(木) 

11 月･･･ 10 日(木)、24 日(木) 

12 月･･･ 

午前 10 時～正午 

10月･･･ 

11 月･･･ 6 日(日)、20 日(日) 

11 日(日)、18 日(日) 12 月･･･ 

23 日(日) 

みんなのサイン 編み物教室 

午後5時～午後7時 

初心者でも大丈夫！ 手話と身振りで会話しよう！ 



平成 28年９月の予定                                                                               ８月 25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 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 

2 金 さくらカフェ 
ピア(定例会)、かざ車(さをり織) 
書道クラブ、てくてく 

 
かざ車(さをり織り) 

フェローズ(車いすバスケ) 
育成会(ちぎりわいわい太鼓) 

3 土  ねむの木(大正琴) 
パソコン教室、機能訓練 
ピヨちゃんズ、ねむの木(大正琴) 

卓球同好会、ささゆりの会 
クローバーの会(手話) 

4 日 
木登り体験 
ウクレレ教室 

 

鈴虫(サウンドピンポン) 
豊身連(理事会)、豊身協(理事会) 
ウクレレｸﾗﾌﾞ、行方ｸﾞﾙｰﾌﾟ、鈴虫 

5 月 休館    

6 火  
豊身連(ゲートボール研修会) 
かえるの会 

豊身協(カラオケ)、竹の子(手話)
豊身連(ゲートボール研修会) フェローズ(車いすバスケ) 

7 水  豊身連(ゲートボール研修会) 
パソコン教室、車いすダンス 
アロアロ(フラ)、豊身連(研修会) 

ふれあい会(カラオケ) 
フェローズ(車いすバスケ) 

8 木  
加藤グループ、オカリッコ倶楽部 
かめのこハウス 

ピンポンサークル、千里(雅楽) 
にしぐち学園 

車イステニス 

9 金  
豊身連(ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ研修)、てくてく 
かざ車(さをり織り)、書道クラブ 

かざ車(さをり織り)、ハーモニカ 
豊身連(ゲートボール研修会) 

ミントクラブ(バドミントン) 

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

パソコン教室、育成会(和太鼓) 
鈴 RUN(ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾃﾆｽ)、陶芸クラブ 
かざ車(さをり織り) 

豊聴協(理事会)、卓球同好会 
クローバーの会(手話) 

11 日  育成会(ダンス)、青年学級 Shin(バレー)、えなめーる(七宝)  

12 月 休館    

13 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) 

Brilliant Cats(車いすバスケ) 

14 水 うたごえ教室 父母の会(理事会) 
パソコン教室 

車いすダンス 
ふれあい会(カラオケ)、愛通研 
フェローズ(車いすバスケ) 

15 木  
加藤グループ、かめのこハウス 
オカリッコ、アレルギーっ子の会 

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 

16 金  
豊障連(サマースクール実行委員) 
かざ車(さをり織り)、書道クラブ 
てくてく、童里夢 

かざ車(さをり織り)、和紙工芸 
育成会(ちぎりわいわい太鼓) 
フェローズ(車いすバスケ) 
車いすを楽しむ会 

17 土  
ボッチャクラブ 
ねむの木(大正琴) 

パソコン教室、竹の子会(準備) 
鈴 RUN(ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾃﾆｽ)、ねむの木 
セカンドブリッジ、希望(太鼓) 

卓球同好会、クローバー(手話) 

18 日 ウクレレ教室 
知的障害者テニス 
竹の子会(35 周年行事準備) 

、ウクレレクラブ 
竹の子(35 周年行事)、鍼灸ﾏｯｻｰｼﾞ 

 

19 月 休館    

20 火 休館    

21 水  かめのこハウス 
パソコン教室、車いすダンス 
アロアロ(フラ) 

ふれあい会(カラオケ) 
フェローズ(車いすバスケ) 

22 木 休館    

23 金  
かざ車(さをり織り)、書道クラブ 
てくてく、童里夢 

ハーモニカクラブ、レザークラブ 
かざ車(さをり織り) 

避難所体験準備 

24 土 

 

動作法、豊身連(大正琴) 
避難所体験準備 

 
①講演「3.11 あのときのこと 
～気仙沼避難所運営 38 日間～」 

/避難訓練 

 
②講演「これからのこと」 
または防災ゲーム「あそ防災」 

③体育館で宿泊体験 

25 日 
 

③非常食試食/④まとめと講評 くすのき会(たんぽぽ)、ムベの会 
鈴 RUN(ブラインドテニス) 

※9/25(日)は 
午後 6 時で閉館します 

くすのき会(例会)、ほのか(ﾊﾟｽﾃﾙ) 

26 月 休館    

27 火  豊身協(カラオケ)、花菖蒲(折紙) 
豊通会(役員会) 
Brilliant Cats(車いすバスケ) 

28 水 うたごえ教室 かめのこハウス 
、パソコン教室 

アロアロ(フラ)、笑い太鼓 
ふれあい会(ｶﾗｵｹ)、ささゆりの会 
フェローズ(車いすバスケ) 

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

車イステニス 

30 金  書道クラブ、てくてく、童里夢  フェローズ(車いすバスケ) 
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