
・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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クラフト教室･後期 

もちつき会 

お正月アレンジフラワー 

12/22 
AM10:00 
～11:30 

ソロモン諸島の
文化と暮らし 

満員 

11月 13日 
AM10:00～PM3:00 

日 

豊障連さくらピア文化祭 

編み物教室 

12/27 AM10:00～12:00 火 

12/11 

2/12 

1/8 

PM1:30～3:30 

2017 

日 

日 

日 

12/17 土 

申込不要 

どなたでも 

参加できます！ 

対象：障害者とその関係者 

持物：花ばさみ、持帰る袋、新聞紙 

定員：50 名(申込順) 

定員：30 名 

木 

講師：花の工房ノイ 

さくらカフェ 第５回 

ソロモン諸島 

中間報告会 

桜ヶ丘公園の銀杏が色づいてきました。あんなに暑かった夏もやっぱり

過ぎて冬支度を始めています。私は豊橋まつりの日に「東大地震研究所」

にさくらピア避難所体験の事等を報告してきました。特に利用者の皆さ

んにご協力いただいた「防災タイム」について審査員からお褒めの言葉

をいただきました。さくらピアのスポーツ、文化活動と同じように防災

活動もみんなが 身近に“気軽”に参加して災害に備える活動が出来と

いいなと思っています。 

 さて秋の行事、体育祭も無事終わり次は 11月 13日の文化祭ですね。 

日頃熱心に取り組まれた作品や自慢のカラオケ発表、ビンゴゲームなど

楽しい秋の一日を過ごしましょう。 

 12月にはもちつき さくらカフェ、お正月花のアレンジと季節行事

が続きます。今年もあと２か月！！元気に過ごしましょう！ 

１月以降の予定 

12/1～ 

受付開始 

豊障連体育祭 

豊障連体育祭 

12/1～ 

受付開始 

・スポーツ 

レクリエーション 

・陶芸教室 ・おしるこ会 

・利用者会議 

・3.11を 

忘れない！ 

 教室 行事 



平成 28年11 月の予定                                                                             10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 火   
豊身協(カラオケ)、花菖蒲(折紙) 
竹の子会(手話) 

蓮田町説明会 
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)、ささゆり 
フェローズ(車いすバスケ)、船 

3 木     

4 金  
ピア定例会、かざ車(さをり織り) 
書道クラブ、童里夢 

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

5 土  すてっぷ 
機能訓練、パソコン教室 
豊身協(理事会)、くすのき会(学習) 
鈴 RUN(ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾃﾆｽ)、愛聴協(女性部)  

社会福祉協議会(準備) 
クローバーの会(手話) 

6 日 みんなのサイン 
社協(障害者とボラのつどい) 
鈴虫(サウンドピンポン) 

社協(障害者とボラのつどい) 
豊身連(理事会)、鈴虫 みんなのサイン② 

7 月     

8 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) 

フェローズ(車いすバスケ) 

9 水 うたごえ教室 
寄せ植え教室 
父母の会(理事会) 

うたごえ教室⑤、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) 

10 木 編み物教室 
編み物教室③、育成会(役員会) 
オカリッコ倶楽部、加藤グループ 
ひまわり卓球クラブ 

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 

11 金  
かざ車(さをり織り)、書道クラブ 
かえるの会、童里夢 

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) 

12 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、豊障連(準備) 
陶芸クラブ、ねむの木(大正琴) 
かざ車(さをり)、育成会(和太鼓) 

豊聴協(理事会) 

13 日 
★文化祭★ 
ウクレレ教室 

★ 豊障連さくらピア文化祭 ★10：00～15：00 
作品展 / バザー / 模擬店 / ビンゴ / お菓子投げ など 

 

♪ 盛りだくさん 楽しいよ♪ ウクレレ教室⑤、ウクレレクラブ 

14 月     

15 火   
豊身協(カラオケ)、花菖蒲(折紙) 
竹の子(手話)、えなめーる(七宝) 

育成会(絵画教室)、 
Brilliant Cats(車いすバスケ) 

16 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)、愛通研 
フェローズ(車いすバスケ) 

17 木  
アレルギーっ子の会、オカリッコ 
加藤グループ、ひまわり卓球クラブ  

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 

18 金  
かざ車(さをり織り)、書道クラブ 
童里夢 

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

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

卓球同好会 
クローバーの会(手話) 

20 日 
ウクレレ教室 
みんなのサイン 

知的障害者テニス、SMILE 
ウクレレ教室⑤、ウクレレクラブ 
とよはし青年学級、藤岡グループ 

みんなのサイン② 
高ボラ OBOG 会 

21 月     

22 火   
豊身協(カラオケ)、花菖蒲(折紙) 
竹の子会(手話) 

フェローズ(車いすバスケ) 

23 水     

24 木 編み物教室 
編み物教室④、加藤グループ 
ひまわり卓球クラブ 

千里(雅楽)、にしぐち学園 
ピンポンサークル 

車イステニス 

25 金  
育成会(東三河ブロック会議) 
かざ車(さをり織り)、書道クラブ 
童里夢 

かざ車(さをり)、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) 

26 土  
動作法、豊身連(大正琴 
ボッチャクラブ、ねむの木(大正琴)  
かざ車(さをり織り) 

パソコン教室、豊身連(準備) 
くすのき会(学習)、陶芸クラブ 
かざ車(さをり織り) 

ささゆりの会 

27 日  
豊身連まつり、ほのか(パステル) 
くすのき会(家族会) 

豊身連まつり 
くすのき会(たんぽぽ) 

 

28 月     

29 火   
豊身協(カラオケ)、花菖蒲(折紙) 
竹の子会(手話) 

豊通会(役員会) 
Brilliant Cats(車いすバスケ) 

30 水 うたごえ教室  
うたごえ教室⑤、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) 

 どなたでも！みんなで来てね 
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