
長い夏が終わり、秋が訪れます 
 
日没も早くなり、暑さも落ち着いてきました。ようやく秋がやってき

たといえそうです。食欲、読書、スポーツ、紅葉…。過ごしやすい季節
を、自分らしく満喫しましょう。 
９月２８～２９日の第 5 回避難所体験には、のべ３００名の参加があ

り、盛会に終了しました。起震車、煙体験ハウス、照明車、ダンボール
ベッドなど、いろいろな体験ができました。１０日には、名古屋気象台
の気象情報官をお招きし、天気予報の観測方法や気象台の仕事について
詳しく語っていただきました。１２日からはデジカメ教室が始まってい
ます。写真家の山本典義さんの指導を受け、１２月１日の文化祭での出
展を目指します。２１日には木登り体験を桜ヶ丘公園で実施しました。
昨年は雨のため体育館でしたが、今年は青空の下で本物の木に登ること
ができました。子どもたちも大満足だったようで、講師のジョン・ギャ
スライトさんはじめ、さくらピアの職員も、とてもうれしく思いました。 
さて、早くも今月から、平成２５年度の下半期に入ります。職員一同

気を引き締め直して、会館の維持管理・活性化に努めていきます。今後
とも、よろしくお願いします。 
さくらピアでは、前半に負けず劣らずさまざまなイベントを用意して

います。１１月からはさくらカフェ「豊橋の農業」と、新たにレザークラ
フト教室が始まります。また、年末にかけて、トワイライトライブ、豊障
連さくらピア文化祭、もちつき会などの大きなイベントが続きます。いず
れも無料なので、みなさん大勢のご来館をお待ちしています。 

 

 

 

   

■新教室・イベント情報■ 
 

★豊障連体育祭★ １０月１３日(日) 午前１０時～ 
 

★トワイライトライブ★ 
１１月９日(土)午後５時～６時３０分 
中村ゆみこさん率いる「胡之音会」 
中国伝統楽器「二胡」の演奏会です 

（@１階ロビー、入場無料です） 
 

★さくらカフェ豊橋の農業★（受付 10/1～） 
１１月１３日(水)午後１時半～３時 
野菜ソムリエが豊橋産の野菜を紹介します 
珍しい豊橋野菜を「試食」してみましょう 

 

★レザークラフト教室★（受付 11/1～） 
１１月 ①１９日、②２６日 午後１時～４時（詳細は右） 

 

★豊障連さくらピア文化祭★ 

１２月１日(日)午前１０時～午後３時 
さくらピアの教室参加者や、障害者団 
体・事業所さんの作品が展示されます 
（ほか施設バザー、ビンゴ大会など） 

 

★ふくし体験発表会★ １２月１４日(土) ＠あいトピア 
 

★もちつき会★ 

１２月２１日(土) 
午前１１時３０分ごろ～ 
玄関前で餅つき、ロビー 
にてみんなで食べます！ 

 
※各教室・イベントの詳細はチラシ、ポスター等でご確認ください。 

 

 

■ピア掲示板コーナー■ 今月は「Ｂ-１グランプリ」 

平成２５年10月号 

■ウェルネス２０１３■ 
 
１０月１４日(月)午前９時３０分～ @総合体育館 
 
豊障連が「車いす体験コーナー」を担当します。 
そのほか、お楽しみ抽選会や各種ゲームもあります。 

〒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）
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■レザークラフト教室■ 
 
１１月 １９日、２６日 (火)午後１時～４時（全２回） 
 
講師：榊原道友さん（革職人） 
初心者の方を対象に、「お財布」 
と「キーホルダー」を作ります。 
革細工に興味のある方は、この 
機会にチャレンジしませんか？ 

 

■豊障連さくらピア文化祭 作品募集■  
１２月１日の文化祭での出
展作品を募集します。写真、
絵画、陶芸、その他さまざま
な文化作品をお待ちしてい
ます。（個人で申込みもＯＫ） 

 

■さくらピアの利用状況■ 
 
①来館者について 
 
右の円グラフは、２０１３年４月～
８月の総利用者の内訳です。障害者
会館だけあって、さくらピアの来館
者は、約半数が障害者の方々です。
当事者家族による団体、サークル活
動も頻繁に行われており、障害当事
者は全体の約６５％にのぼります。 
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平成２５年10月の予定                 （10月1日現在） 

日 曜 教室・イベント 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) 
手話サークル竹の子会 

 

2 水  高山学園(運動会練習) パソコン教室、車いすダンス同好会  
フェローズ(車いすバスケット) 
ふれあい会(カラオケ) 

3 木   
ピンポン・サークル 
不老会(打合せ) 

車イステニス同好会 
豊障連(理事会) 

4 金  
ピア(定例会)、かざ車(さをり織り) 
童里夢(スポーツレク)、書道クラブ  

かざ車(さをり織り) 
フェローズ(車いすバスケット) 
折り紙花菖蒲、育成会(ちぎりわいわい太鼓) 

5 土  
ねむの木(大正琴)、ＮＰＯ連絡会 
ピヨちゃんズ(スポーツレク) 

パソコン教室、機能訓練 
豊身連(体育祭準備)、豊聴協(臨時総会) 

豊聴協(理事会)  
手話サークルクローバーの会 

6 日  豊身連体育祭 
豊身連体育祭、豊聴協(理事会)  
しらゆり俳句会 

テニスサークルシュガー 

7 月 休 館    

8 火  手話サークル竹の子会 
豊身協(カラオケ)  
手話サークル竹の子会 

フェローズ(車いすバスケット) 
太鼓クラブ希望 

9 水  
育成会(役員会) 
車いすダンス同好会 

パソコン教室、車いすダンス同好会  
くすのき会(東三ブロック会/交流会)  

フェローズ(車いすバスケット) 
ふれあい会(カラオケ) 

10 木 デジカメ教室③ 
高山学園(運動会練習) 
オカリッコ(オカリナ) 

デジカメ教室③ 
ピンポン・サークル 

車イステニス同好会 
知的障害者テニス(役員会) 

11 金  
育成会(東三ブロック会)、書道クラブ  
かざ車(さをり織り)、童里夢(スポーツレク) 

かざ車(さをり織り) 
ハーモニカクラブ 

豊聴協(踊り練習) 
折り紙クラブ花菖蒲 

12 土  
かざ車(さをり織り)、大正琴豊身連 
育成会(フライングディスク) 

ﾊﾟｿｺﾝ教室、かざ車(さをり織り)、陶芸ｸﾗﾌﾞ  
知的障害者テニス、マッサージクラブ 

卓球同好会、ささゆりの会①勉強会  
手話サークルクローバーの会 

13 日 豊障連体育祭 豊障連体育祭 
豊障連体育祭 
かえるの会(勉強会) 

 

14 月 
休 館 

（体育の日） 
   

15 火 
休 館 

（振替休館） 
   

16 水   
パソコン教室 
車いすダンス同好会 

フェローズ(車いすバスケット) 
ふれあい会(カラオケ) 

17 木  アレルギーっ子の会 ピンポン・サークル 
ふくし体験発表会実行委員会 
くすのき会(役員会)、車イステニス同好会  

18 金  
かざ車(さをり織り)、書道クラブ 
童里夢(スポーツレク) 

かざ車(さをり織り)、和紙工芸 
ハーモニカクラブ 

豊聴協(踊り練習)、折り紙クラブ花菖蒲  
育成会(ちぎりわいわい太鼓) 

19 土  
ねむの木(大正琴) 
ボッチャクラブ 

パソコン教室 
テニスサークル鈴 RUN 

卓球同好会 
手話サークルクローバーの会 

20 日  くすのき会(例会) 
くすのき会(たんぽぽ) 
ピンポン・サークル、愛士会(定例会)  

 

21 月 休 館    

22 火  
手話サークル竹の子会 
来夢(打合せ) 

豊身協(カラオケ) 
手話サークル竹の子会 

フェローズ(車いすバスケット) 
太鼓クラブ希望、育成会(絵画教室) 

23 水   
パソコン教室、車いすダンス同好会  
笑い太鼓(スポーツレク) 

フェローズ(車いすバスケット) 
ふれあい会(カラオケ)、ささゆりの会①勉強会  

24 木 デジカメ教室④ オカリッコ(オカリナ) 
デジカメ教室④ 
ピンポン・サークル 

車イステニス同好会 

25 金  
かざ車(さをり織り)、書道クラブ 
童里夢(スポーツレク) 

かざ車(さをり織り) 
高山学園(運動会準備) 

折り紙クラブ花菖蒲 
ミントクラブ(バドミントン) 

26 土  高山学園運動会、大正琴豊身連 
パソコン教室、かざ車(さをり織り)、陶芸クラブ  
育成会(和太鼓教室)、クンペイズ 

卓球同好会 
手話サークルクローバーの会 

27 日  
知的障害者テニス 
パステルクラブほのか 

テニスサークル鈴ＲＵＮ   

28 月 休 館    

29 火   
豊身協(カラオケ) 
手話サークル竹の子会 

 

30 水   パソコン教室、車いすダンス 
フェローズ(車いすバスケット) 
ふれあい会(カラオケ) 

31 木   ピンポン・サークル 車イステニス同好会 


