
 

 

 

   

＜今後の教室・イベント＞ 
 
◆篆 刻(後期) 
①３月５日、②１２日 (火)午後１時～３時 

 
◆はじめてのフラダンス 
③３月７日、④１４日 
⑤ ２１日、⑤２８日 
(木)午前１０時半～正午 

 
◆テニス 
⑤３月１０日、⑥２４日 (日)午後２時～４時 

 

◆寄せ植え（受付中） 

３月２１日(木)午後６時半～８時 
※前回以前と時間帯が異なります。 

 
◆はじめてのパステル画 
⑥３月２４日(日)午前１０時～正午 

 
◆ボールプール（無料・申込不要） 
３月２９日(金)～３１日(日) 
午前１０時～午後３時 
昨年好評の「タヌレンハウス」が 

３日間、児童保育室に再登場します 

 
◆卓 球 

          ４月６日～５月１８日(全６回) 
(土)午後６時～８時 

 

◆ウクレレ 
４月１４日～６月３０日(全６回) 
(日)午後３時～４時、４時～５時 
初心者対象です。２グループで実施予定 

 
 

 

＜ピアコーナー＞ 今月は「ゆるキャラ」 

春を感じる季節 
今年度も、３月を残すのみとなりました。 
２月には、「避難訓練」を実施しました。各部屋の利用団

体ごとに避難するという、より普段の利用状況に合わせた試
みでしたが、みなさんの協力を得て、無事避難することがで
きました。しかし、非常階段の手すりは片側だけでは使えな
い人がいることや、非常放送の工夫が必要など、課題も見つ
かりました。次回に向け、改善を目指したいと思います。 

2 月も、たくさんの教室がありました。新しく始まった「フ
ラダンス教室」は、耳の聞こえない人、視力の弱い人もいっ
しょに南国の曲を楽しんでいます。春こいまつりでのお披露
目を楽しみにしています。「テニス教室」も４回目を迎え、
子どもたちも慣れてきたのか、生き生きと楽しんでいます。 
「さくらカフェ」は、さくらピアの看板行事として定着し

つつあります。第６回目の今回は、とよはしの匠・建具職人
後藤孝雄さんをお招きし、道具の説明のほか、カンナ削りや、
組子細工の作業体験をしました。お土産に立体パズルもいた
だいて、参加者の方々には、いつも以上に満足していただけ
たようです。 
冬も峠を越し、少しずつ暖かくなってきました。３月末に

は待ちに待った「移動動物園」と「春こいまつり」が開催さ
れます。みなさんのご参加をお待ちしています。 

＜３月の一大イベント＞ 
 

★１Day Zoo (体育館) 

 ３月２９日(金) 

午前１０時～午後３時 
モルモット、ウサギ 
フクロウ、リクガメ 
トカゲ、ヘビ、タカ、ヒツジ、インコなど、 
たくさんの動物たちが体育館に登場します！ 
触れることもできます！※事前申込みが必要です  

★春こいまつり(全館) 

 ３月３１日(日) 午前１０時～午後３時 
●わくわくゲスト ピエロのトントさん 

 ○うきうきステージ 

和太鼓、オカリナ、大正琴、ウクレレ 

フラダンス、手話劇 など 

 ●まるまる体験コース 

さをり織り、折り紙、クラフト、絵手紙 

大正琴、陶芸、卓球、輪投げ など 

 ○きらきら作品展 

絵画、陶芸、パステル画 など 

 ●ほかほか模擬店 

育成会うどん、旬菜館出張団子・イカ焼 など 

 ○ふれふれバザー 

仙台牛タンカレー、サンマのつみれ汁 

福島杜のドーナツ など 

〒４４０－０８１２ 豊橋市東新町１５番地

TEL：（０５３２）５３－３１５３ FAX：（０５３２）５３－３２００
E-mail：sakurapia@hosyoren.jp HP：http://hosyoren.jp/sakurapia/（毎週金曜更新）

会館時間：午前９時～午後９時 休館日：月曜日と祝日（月曜日が祝日の場合は翌日）

さくらピア（豊橋市障害者福祉会館）

３月 

４月 

New! 



    ２５年３月の予定     （２月２８日現在） 

日 曜 教室・イベント 午前（９時～１２時） 午後（１２時～１８時） 夜間（１８時～２１時） 

1 金  
かざ車、童里夢、書道クラブ 
富士通パソコン教室 

かざ車 
富士通パソコン教室 

フェローズ、花菖蒲 

2 土  
育成会本人部会、ねむの木 
富士通パソコン教室 

パソコン教室、機能訓練 
和太鼓教室、富士通パソコン教室  

卓球同好会、クローバーの会 

3 日  豊盲協総会、愛腎協 
鈴ＲＵＮ 

豊身協理事会、豊身連理事会 
ピンポン・サークル 

 

4 月 休 館    

5 火 篆刻(後期)① 富士通パソコン教室 
篆刻体験(後期)①、竹の子会 
豊身協カラオケ、太鼓希望、富士通  

フェローズ 

6 水  ピンポン・サークル 
パソコン教室、車いすダンス 
低肺機能グループ 

フェローズ、ふれあい会 

7 木 フラダンス③ はじめてのフラダンス③  豊障連理事会、車イステニス 

8 金  かざ車、童里夢、書道クラブ かざ車 
花菖蒲、ミントクラブ 
蓮田町自治会 

9 土  
かざ車、大正琴豊身連 
育成会フライングディスク 

パソコン教室、陶芸クラブ 卓球同好会、クローバーの会 

10 日 テニス⑤ 愛腎協、うたた絵画教室 
テニス教室⑤ 
うたたバンドクラブ 

シュガー 

11 月 休 館    

12 火 篆刻(後期)② 竹の子会 
篆刻(後期)②、豊身協カラオケ 
竹の子会  

13 水  
育成会役員会 
ピンポン・サークル 

パソコン教室、育成会役員会 
車いすダンス 

フェローズ、ふれあい会 

14 木 フラダンス④ 
はじめてのフラダンス④ 
オカリッコ 

不老会 車イステニス 

15 金  民生委員話合い、育成会東三ブロック  
かざ車、童里夢、書道クラブ 

かざ車、和紙工芸 フェローズ、花菖蒲 
わいわい太鼓、車いすを楽しむ会  

16 土  
ねむの木、大正琴豊身連 
ささゆり勉強会、ボッチャクラブ 

パソコン教室、鈴 RUN 
ささゆりの会勉強会 

豊聴協役員会、卓球同好会 
クローバーの会 

17 日  鈴ＲＵＮ 
鈴ＲＵＮ、むべの会 
鍼灸マッサージ師会 

 

18 月 休 館    

19 火  ピンポン・サークル 豊身協カラオケ、竹の子会 
太鼓クラブ希望 

フェローズ、育成会絵画教室 

20 水 
休 館 

(春分の日)    

21 木 
寄せ植え 

フラダンス⑤ 
はじめてのフラダンス⑤ 
アレルギーっ子の会 

 寄せ植え講座、車イステニス 

22 金  かざ車、童里夢、書道クラブ かざ車 花菖蒲、ミントクラブ 

23 土  かざ車、ねむの木 
ＮＰＯ連絡会 

パソコン教室、かざ車 
陶芸クラブ 

卓球同好会、クローバーの会 

24 日 
テニス⑥ 
パステル⑥ 

はじめてのパステル画⑥ 
知的テニス、ほがらか、らるご 

テニス教室⑥ 
知的障害者テニス総会  

25 月 休 館    

26 火   豊身協カラオケ、竹の子会 フェローズ 

27 水  ピンポン・サークル パソコン教室、車いすダンス 
笑い太鼓 

フェローズ、ふれあい会 
ささゆりの会勉強会 

28 木 フラダンス⑥ 
はじめてのフラダンス⑥ 
オカリッコ   

29 金 
１ Day Zoo 
ボールプール 

１ Ｄａｙ Ｚｏｏ 
ボールプール、かざ車、書道クラブ  

１ Ｄａｙ Ｚｏｏ 
ボールプール、かざ車 花菖蒲、ちぎりわいわい太鼓 

30 土 ボールプール 
ボールプール、ねむの木 
福祉レクセミナー 

ボールプール、パソコン教室 
福祉レクセミナー 

クローバーの会 

31 日 春こいまつり 春こいまつり  


