
・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.100 Since 2010/4 

7月の西日本豪雨で被災された皆様に、お見舞い申し上げます。 

加えてこの猛暑。酷暑の上をゆく「命に危険のある暑さ」という 

言葉がでた、平成最後の夏休みです。 

みなさん元気ですか？ さくらピアのロビーは水族館の背景と風鈴

の音色で、目と耳から涼しさを感じます。 

 ここ数年、障害児の児童デイサービスが急増し、豊障連が指定管理

を受け始めた 10年前とは長期休暇の過ごし方がずい分変わってきた

ようです。今年はサマースクールで、プラネタリウムとパン作りと

映画会を企画しました。児童デイでの一日、さくらピアの一日、学校

の一日、それぞれを過ごす時間に、笑顔がたくさんあるといいなと

願いながら仕事をしています。 

8月 25日の納涼夏祭りには、皆さんのお越しをお待ちしています。 

 

納涼夏祭り 

 

避難所体験  

健康体操教室  

PM５:00 ～ PM７:30 ８月25日 土 

９月29日 

AM10:00 ～ PM３:00 

AM10:30 ～ AM11:30 

９月11日 火 

９月25日 

10 月16日 

10 月30日 

11 月13日 

11 月27日 

定員10 名 

火 

火 

火 

火 

火 

８/１～ 

受付開始 

入場無料 

申込不要 

講師: 鈴木 見和子さん 
(柔道整復師) 

誰でもできる体の動かし方を学びます。 

備える防災、育てる防災 

定員: 

① 午前の部 ② 午後の部 

避難・伝達訓練 災害時に役立つ薬の話 

対象: 

模擬店 ゲームスタンプラリー 
スタンプを集めて景品をゲット 

福祉作業所バザー フィナーレは 

フランクフルト・おにぎりなど 

みんなで踊ろう盆踊り！ 売り切れ御免！早めに来てね 

講演会 

どなたでも 

100 名 

講師: 中神 由香 さん 
(豊橋市薬剤師会) 

さくらピアからあいトピアへ避難 

避難所での支援ニーズの伝達訓練 

土 

生活習慣病予防 七夕ライブ 

８/１～受付開始 

親子陶芸教室 

親子防災教室 



平成 30年８月の予定                                                                                ７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 水  通仙(煎茶)、すてっぷ 

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 
コンパーニョ(車いすダンス) 
チャイルドハート、にしぐち学園 

ふれあい会(カラオケ) 
フェローズ(車いすバスケ) 

2 木 水泳教室 
水泳④、オカリッコ倶楽部 
加藤グループ 

ピンポンサークル、にしぐち学園 
みどりの風 

豊障連理事会 
車イス T.C(車イステニス) 

3 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 

ハーモニカクラブ、かざ車 
ただいまおかえり会 

フェローズ 

4 土  
ボッチャクラブ、ねむの木(大正琴) 
かめのこハウス 

機能訓練、パソコン教室 
知的障害者テニス、スポーツ吹矢 
かめのこハウス 

卓球同好会、希望(太鼓) 
クローバーの会(手話) 

5 日  
育成会本人部会 
鈴 RUN(視覚障害者テニス) 
鈴虫(視覚障害者卓球) 

豊身連理事会、豊身協理事会 
ウクレレクラブ、鈴虫 
Shin(デフバレー) 

 

6 月 休館    

7 火 水泳教室 水泳⑤、花菖蒲(折り紙)、鈴虫 
豊身協カラオケ、竹の子会(手話) 
楓、みどりの風 

フェローズ 

8 水 
サマースクール 
（パン） 

☆サマースクール(パン教室)☆ パソコン教室、うたごえ 
コンパーニョ、にしぐち学園 

ふれあい会、フェローズ 
すてっぷ 

9 木 水泳教室 
水泳⑥、ひまわり卓球クラブ 
加藤グループ 

ピンポンサークル、にしぐち学園 
チャイルドハート 

知的障害者テニス役員会 
車イス T.C 

10 金  書道クラブ、かざ車、童里夢 
かざ車、コンパーニョ 
ただいまおかえり会 

ミントクラブ(バドミントン) 

11 土 休館    

12 日   ウクレレクラブ  

13 月 休館    

14 火  クンペイズ、鈴虫  Brilliant Cats(車いすバスケ) 

15 水   パソコン教室、コンパーニョ  

16 木 水泳教室 
水泳⑦、オカリッコ倶楽部 
加藤グループ 

ピンポンサークル、にしぐち学園 
みどりの風 

車イス T.C 

17 金  
てくてく、かざ車、ナイス 
書道クラブ 

和紙工芸、コンパーニョ、かざ車 
クオーレ、ただいまおかえり会 

育成会ちぎりわいわい太鼓 
くすのき会役員会、フェローズ 

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

卓球同好会、希望 
クローバーの会 

19 日  本宮クラブ ヴィヴィッド短歌会  

20 月 休館    

21 火 水泳教室 水泳⑧、花菖蒲、鈴虫 
豊身協カラオケ、竹の子会 
えなめーる(七宝焼き)、楓 
チャイルドハート 

育成会絵画教室、フェローズ 

22 水  通仙、すてっぷ 
パソコン教室、アロアロ 
うたごえ、笑い太鼓、にしぐち 
ハートフルキッズ 

船(書道)、ふれあい会 
フェローズ 

23 木 水泳教室 
水泳⑨、ひまわり卓球クラブ 
加藤グループ 

ピンポンサークル、にしぐち学園 
みどりの風 

車イス T.C 

24 金 
サマースクール 
（映画） 

サマースクール(映画)＠ユナイテッドシネマ レザークラブ 
ただいまおかえり会 

ミントクラブ 
書道クラブ、こども発達センター 

25 土 納涼夏祭り 
動作法、豊身連大正琴 
ボッチャクラブ 

パソコン教室、陶芸クラブ 
ボッチャクラブ 

★納涼夏祭り 17:00～19:30★ 

26 日  
くすのき会例会、ほのか(パステル) 
知的障害者テニス、ナイス 

くすのき会たんぽぽ、ナイス  

27 月 休館    

28 火  花菖蒲、鈴虫 
豊身協カラオケ、竹の子会 
みどりの風、楓 

Brilliant Cats 

29 水  すてっぷ 
パソコン教室、コンパーニョ 
アロアロ、チャイルドハート 
にしぐち学園 

フェローズ、ふれあい会 
豊通会役員会 

30 木  加藤グループ ピンポンサークル、にしぐち学園 車イス T.C 

31 金  書道クラブ、童里夢 みどりの風、ただいまおかえり会 フェローズ 
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