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 Vol.106 Since 2010/4 

こどもクッキング 

春こいまつり 

1 Day Zoo 

 

映画鑑賞会 

 

移動動物園 

 

「1 月行ってしまう」「2月は逃げてしまう」「3月は去ってしまう」の

言葉どおり新年が過ぎていきます。みなさんは、どんなお正月でしたか？ 

1 月 3 日には熊本でまた地震が起こり、東海地震への心配はさらに募

ります。さくらピアでは３.11 を忘れない集いに向けて、来館者のみな

さんに昨年の豊橋大停電のことを伺ったアンケートをまとめています。 

いざという時、少しでも困りごとが減るように、各自でできる対策を

取りましょう。 

さて公園の桜も寒さの中で芽吹き始め、春の準備をはじめています。 

卒業、入学、就職、それぞれの春に向けてあと少し元気よく冬を楽しみ

ましょう！ 

 

春休み 
お楽しみ企画 

3.11 を忘れない集い 

３月10日 日 

PM1:00 ～ PM3:00 

  定員: 50 名 

海外へ飛び出そう！ 

２月13日 水 

定員: 30 名 
PM１:30 ～ PM３:00 

 
これからの予定 

寄せ植え講座 

とよはし大停電 

をふりかえる 

台風 24号 

３月24日 日 

AM10:00 ～ PM３:00 

 

３月26日 

AM10:00 ～ PM３:00 

 

３月28日 木 

火 

AM10:00 ～ AM12:00 

 

３月19日 火 

AM10:30 

 
定員: 20 名 

ザボニック・キーリー  
(豊橋市国際交流員) さん 

講 師 

マルシェ＆カフェ 

はなやさい 
講師: 

～ AM11:30 

 

受付中 

２/１～ 
受付開始 

２/１～ 
受付開始 

陶芸教室 

おしるこ会 

スポーツ 
レクリエーション 

アレンジ 
フラワー 

パン教室 

テニス 
教室 



平成 31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 金  
ピア定例会、かざ車(さをり織り) 
てくてく(ストレッチ)、童里夢 

ハーモニカクラブ、かざ車 フェローズ(車いすバスケ) 

2 土 
こどもクッキー 
スポーツ吹矢 

豊身連大正琴、ねむの木(大正琴) 
かめのこハウス(リトミック) 

、機能訓練 
パソコン教室、豊身協理事会 
かめのこハウス 

卓球同好会 
クローバーの会(手話) 

3 日  
明生フェスタ 
鈴 RUN(視覚障害者テニス) 
鈴虫(視覚障害者卓球) 

明生フェスタ、鈴虫、鈴 RUN 
ラプレ(ウクレレ) 

 

4 月 休館    

5 火  かめのこハウス、鈴虫 
豊身協カラオケ、竹の子会(手話) 
つばめ 

フェローズ 

6 水 スポレク 、通仙(煎茶) 
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) 

ふれあい会(カラオケ) 
フェローズ 

7 木 陶芸 
育成会役員会、オカリッコ倶楽部 
華仙(煎茶)、加藤グループ 

、育成会役員会 
ピンポンサークル、にしぐち学園 

豊障連理事会 
車イス T.C(車イステニス) 

8 金  かざ車、書道クラブ、童里夢 かざ車 
育成会ちぎりわいわい太鼓 
ミントクラブ(バドミントン) 
ささゆりの会 

9 土  
育成会フライングディスク 
かざ車 

パソコン教室、陶芸クラブ 
知的障害者テニス、かざ車 

豊聴協理事会、クローバーの会 
卓球同好会 

10 日 
日曜パン 
クラフト 

、育成会トランポリン 
SMILE(音楽療法/コーラス/太鼓) 

、豊身連理事会 
整友会ボッチャ班、ラプレ 

 

11 月 休館(建国記念日)    

12 火 休館(振替休日)    

13 水 さくらカフェ  
さくらカフェ「海外へ飛び出そう」 
パソコン教室、コンパーニョ 

フェローズ、ふれあい会 

14 木 陶芸 
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 

知的障害者テニス(役員会) 
車イス T.C 

15 金  
育成会東三河ブロック会、かざ車 
てくてく、かめのこハウス、童里夢  

和紙工芸、かざ車 フェローズ 

16 土  鈴虫 
パソコン教室、鈴 RUN 
鈴虫、セカンドブリッジ 
ほっとぴあ(勉強会)、みどりの風 

卓球同好会、クローバーの会 

17 日 テニス 岡崎ろう協視察、くすのき会例会 
、くすのき会たんぽぽ 

ヴィヴィッド短歌会 
 

18 月 休館    

19 火  花菖蒲(折り紙)、竹の子会、鈴虫 
豊身協カラオケ、竹の子会 
えなめーる(七宝焼き)、さくら 

フェローズ 

20 水 スポレク 、通仙 
パソコン教室、コンパーニョ 
アロアロ 

豊通会(役員会)、ふれあい会 
フェローズ 

21 木 
書道 
陶芸 

、加藤グループ、華仙 
オカリッコ倶楽部 

、ピンポンサークル 
にしぐち学園、セルプ会議 

くすのき会役員会、車イス T.C 

22 金  
書道クラブ、かざ車、童里夢 
かめのこハウス 

レザークラブ、かざ車 
育成会ちぎりわいわい太鼓 
ミントクラブ 

23 土 スポーツ吹矢 
豊障連面接、動作法、ねむの木 
豊身連大正琴、かざ車 
ボッチャクラブ 

、豊障連面接 
父母の会(話し合い)、かざ車 
陶芸クラブ 

クローバーの会、卓球同好会 
ささゆりの会 

24 日  
ほのか(パステル) 
知的障害者テニス 

  

25 月 休館    

26 火  花菖蒲、鈴虫 豊身協カラオケ、竹の子会 
Brilliant Cats(車いすバスケ) 
豊通会(学習会) 

27 水  かめのこハウス 
パソコン教室、アロアロ 
笑い太鼓 

フェローズ、ふれあい会 

28 木  
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 車イス T.C 
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