
・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.94 Since 2010/4 

玄関前の花壇のチューリップが、芽を出し始めました。公園の

桜のつぼみがふくらみ始めるのも、もうすぐでしょう。 

1月 19日の利用者会議には、43 団体の方にご出席いただき、

ありがとうございました。みなさんからいろいろな要望をお聞き

しましたので、30 年度の管理運営に生かして行きたいと思いま

す。物理的な側面は予算に限りがありますが、アイディアや工夫

で改善できるものは、どんどん取り入れて行きます。 

 20日の相談室企画「手話ライブ」には、たくさんの方にお越し

いただき、にぎやかなステージが繰り広げられました。 

事務所では 3月 25日の春こいまつりに向けて、準備を進めて

います。障害のある方もない方も入学・進級・卒業・就職の季節

ですね。それぞれの春に幸多かれと願っています。 

 
3.11を忘れない集い 

３月11日 日 

PM1:00 ～ PM3:00 

 定員:50 名 

ライフラインを知ろう！ 
中部ガス、中部電力 

対象:どなたでも 

災害時の 

豊橋市上下水道局 
講師: 

講 演 

アレンジフラワー 

お茶と紅茶 

２月16日 金 

AM10:00 ～ 正午 

 定員：30 名 

３月22日 
PM1:30～ PM2:30 

 

豊橋の 

おしるこ会 

寄せ植え講座 

スポレク教室 

春こいまつり 

1 Day Zoo 

 

映画鑑賞会 

 

３/25 日 AM10 時～PM3 時 

 

３/27 火 AM10 時～PM3 時 

 

３/29 AM10 時～正午 

 

移動動物園 

 
春休み 

お楽しみ企画 

これからの行事 

木 

PM1:30 ～ PM3:00 

 

相談室企画 

パッククッキング 
火 ３月６日 

水 

２/１～ 

受付開始 

定員：20 名 

定員：20 名 
災害時に役立つ調理法を学ぼう！ 

２/１～ 

受付開始 

３/１～ 

受付開始 

陶芸教室 

2/1～ 受付開始 

手話ライブ 



平成 30年２月の予定                                                                                １月 23 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 書道教室 
、育成会役員会 

加藤グループ 
育成会役員会、にしぐち学園 
ピンポンサークル 

車イステニス 

2 金  
ピア定例会、かざ車(さをり織り) 
書道クラブ、てくてく、童里夢 

かざ車 フェローズ(車いすバスケ) 

3 土 ｽﾎﾟｰﾂ吹矢教室 ねむの木(大正琴) 
、機能訓練 

パソコン教室、スポーツ吹矢 
ねむの木、テトリス(デフバレー) 

クローバーの会(手話) 
卓球同好会 

4 日 テニス教室 鈴 RUN(視覚障害者テニス) 
、豊身連理事会 

豊身協理事会、ウクレレクラブ 
リラックスタイム 

 

5 月 休館    

6 火  
竹の子会(手話)、えなめーる(七宝) 
鈴虫(視覚障害者卓球) 

豊身協カラオケ、竹の子会 フェローズ 

7 水 スポレク教室 
、花菖蒲(折り紙) 

通仙(煎茶)

パソコン教室、車いすダンス 
くすのき会東三河ブロック会議 
アロアロ(フラ) 

ふれあい会(カラオケ)、船(書道) 
フェローズ 

8 木 陶芸教室 
ひまわり卓球クラブ 
加藤グループ、かめのこハウス 

、ピンポンサークル 
にしぐち学園 

豊障連理事会、車イステニス 
知的障害者テニス役員会 

9 金  書道クラブ、かざ車、童里夢 ハーモニカクラブ、かざ車 
ちぎりわいわい太鼓 
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 
豊身連大正琴、かざ車 

パソコン教室、育成会和太鼓 
くすのき会つどい、陶芸クラブ 
かざ車、知的障害者テニス 

豊聴協理事会、クローバーの会 
卓球同好会、ささゆりの会 

11 日 休館    

12 月 休館    

13 火  鈴虫 豊身協カラオケ Brilliant Cats(車いすバスケ) 

14 水   
パソコン教室、うたごえサークル 
車いすダンス 

フェローズ、ふれあい会 

15 木 
書道教室 
陶芸教室 

、アレルギーっ子の会 
加藤グループ 

、ピンポンサークル 
にしぐち学園 

車イステニス 

16 金 さくらカフェ 

さくらカフェ 
「豊橋のお茶と紅茶」 

和紙工芸、かざ車、クオーレ フェローズ、ささゆりの会 
てくてく、書道クラブ、かざ車 
童里夢 

17 土 ｽﾎﾟｰﾂ吹矢教室 
ボッチャクラブ、鈴虫 
ねむの木、渋茶倶楽部 

、パソコン教室 
鈴 RUN、セカンドブリッジ 
スポーツ吹矢、ねむの木、鈴虫 

卓球同好会、クローバーの会 

18 日 クラフト教室  
、くすのき会家族会 

テトリス 
 

19 月 休館    

20 火  かえるの会、鈴虫 
えなめーる(七宝)、竹の子会 
豊身協カラオケ 

フェローズ 

21 水 スポレク教室 、通仙
パソコン教室、アロアロ 
車いすダンス 

豊通会役員会、ふれあい会 
フェローズ 

22 木 陶芸教室 
岡障連視察、ひまわり卓球クラブ 
加藤グループ、かめのこハウス 

、岡障連視察、千里(雅楽) 
ふくふく、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 

23 金  かざ車、童里夢、書道クラブ かざ車 ミントクラブ、ちぎりわいわい太鼓 

24 土  動作法、かざ車、豊身連大正琴 
パソコン教室、かざ車 
陶芸クラブ、ピヨちゃんズ 

クローバーの会、卓球同好会 

25 日 テニス教室 
くすのき会家族会、パステルほのか 
知的障害者テニス 

、くすのき会たんぽぽ 
ウクレレクラブ 

 

26 月 休館    

27 火  花菖蒲、鈴虫 豊身協カラオケ、竹の子会 Brilliant Cats 

28 水  
社協(手話講習会) 
かめのこハウス 

パソコン教室、うたごえサークル 
笑い太鼓、アロアロ 

愛通研、ふれあい会、フェローズ 
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