
２０１３年も残り１か月です 
 
紅葉の季節も終わりを迎え、街はクリスマス一色の雰囲気です。さく

らピアもイルミネーションで華やかになりました。豊川市では１１月９
日～１０日の２日間「B-1 グランプリ」が開催され、のべ５８万人、豊
橋市の人口の１.５倍以上の方が来場するなど、大盛況だったようです。 
同じ１１月９日、さくらピアではトワイライトライブ「二胡演奏」を

開催しました。中村ゆみこさん率いる胡之音会のメンバーが、「紅葉」「里
の秋」など季節の音色を奏でました。手製のもみじがきれいに舞い、演
奏に花を添えました。出演者・来場者のみなさん、もみじ作りにご協力
いただいたご近所の方々、ありがとうございました。７日のデジカメ教
室は、先月に引き続き屋外で実施。今回は動植物公園に足を運び、トロ
ピカル館の植物を撮影しました。先生のノルマ通りに１００枚以上のシ
ャッターを切り、文化祭で素敵な作品を展示してくれました。１３日は
さくらカフェ「豊橋の農業」でした。野菜ソムリエによる野菜クイズ、豆
知識紹介を楽しみ、くじら山のドリンクとくくむカフェのサンドイッチ
を味わいました。ほか、リンゴ、大根、特製のマリネや野菜ミックスジ
ュースなど試食が盛りだくさんで大満足の一日でした。１９日・２６日
はレザークラフト教室。お好みの色で染めた革を使って、キーホルダーと
お財布を作りました。参加者のみなさんは慣れない作業に悪戦苦闘しな
がらも、最後には立派な作品を見せてくれました。 
今年もあと１か月を残すのみです。１２月２１日には、今年最後のイ

ベントもちつき会をロビーで実施します。一年の〆に、さくらピアでお
餅を食べましょう！ぜひ、当日はさくらピアにお越しください。 

 

 

 

   

■新教室・イベント■ 
 

★絵てがみ★（受付１２/１～）  

①１２月１１日 ～ ④３月１９日 (水)午前１０時～正午 
 

★ふくし体験発表会★（受付１２/１～） 
１２月１４日(土) 午後１時～４時 ＠あいトピア多目的ホール 
発表：牟呂中、東部中、豊橋商業高、自閉症の子を持つ母たち 

 

★もちつき会★（入場無料） 

１２月２１日(土)午前１１時３０分～ 
みんなでついたお餅を食べましょう 

 

★テニス教室★（受付１２/１～） 
①１月１２日～⑥３月２３日 (日) 
初心者対象。基礎からステップアップ 

 

★さくらカフェブラジル人と日本人★（受付１２/１～） 
 １月１６日(木) 午後１時３０分～３時（ドリンク付き） 
 テーマ「ブラジル人と日本人の交流に必要なものって？」 
 

★大正琴教室★（受付１２/１～） 
①１月１８日～⑥３月２９日 (土) 
大正琴を基礎の基礎から練習します 

 

★はじめてのフラダンス★（受付１２/１５～） 
 ①１月２１日～⑥３月２５日 (木)午前１０時３０分～正午 
  
 「大正琴教室」と「フラダンス教室」での練習の成果は、 
３月３０日のさくらピア春こいまつりで披露しましょう！ 

 

★陶芸教室★（受付１２/１５～） 

 ①１月３０日～⑤３月２７日 (木)午後１時３０分～３時３０分  
 湯呑みやお皿など、モノ作りの楽しさを味わいましょう  

※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。 
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■電気自動車充電器ができました■ 
 
体育館側駐車場奥に、電気自動車 
の充電器が付きました。ご利用の 
方は事務室に一声おかけください。 

〒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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■年末年始の休館日■  
１２月２８日(土)から 
１月３日(金)はお休み 
です。来年もさくらピア 
をよろしくお願いします 

■ピア掲示板コーナー■ 今月は「お歳暮」ほか 

■さくらピア利用者委員会■ 
 
１月２３日(木)午後１時～３時（大会議室）  
さくらピアについて、みなさんのご要望を発表していただ
く場です。ご提出いただいた意見は今後の会館運営の参考
とさせていただきます。ご都合のよろしい方は進んでご参
加いただきますよう、よろしくお願いします。 

★相談室料理教室★（受付中） 
１２月１３日(金)、２２日(日)午後２時～４時 @あいトピア 
手軽なパーティメニューを作ります 

 

★アレンジフラワー★（受付中） 
１２月１５日(日) 午前１０時～正午 
クリスマスはお花で飾りましょう 

 

★おしるこ会・書初め会★ 
１月１２日(日) 午前１１時３０分～ 
さくらピアのロビーでおしるこを食 
べて、新年の抱負を書きましょう！ 

11/9 トワイライトライブ 



平成２５年12 月の予定                （11 月２9 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 日 
豊障連さくらピア 

文化祭 豊障連さくらピア文化祭（午前 10 時～午後 3 時）  

2 月 休 館    

3 火   
豊身協(カラオケ)  
竹の子会(手話) 

ふくし体験発表会実行委員会 

4 水  育成会(役員会) 
パソコン教室、育成会(役員会) 
くすのき会(東三ブロック会)、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)、ささゆりの会①(勉強会)  

5 木  オカリッコ(オカリナ) ピンポン・サークル 
車イステニス同好会 
豊障連(理事会) 

6 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) 
花菖蒲(折り紙) 

7 土  
大正琴ねむの木、大正琴豊身連 
ピヨちゃんズ(スポレク)、のんのん教室(クリスマス会) 

パソコン教室、機能訓練 
イーリス・愛知(ソフトバレー)、のんのん教室(クリスマス会)  

卓球同好会、クローバーの会(手話) 

8 日 クラフト① 
鈴 RUN(視覚テニス)、楓(研修会) 
難聴者協会(レクリエーション) 

クラフト教室①、豊身協(理事会) 
ピンポン・サークル、しらゆり俳句会、楓(研修会)  

 

9 月 休 館    

10 火  竹の子会(手話) 
豊身協(カラオケ) 
竹の子会(手話) 

フェローズ(車いすバスケット) 

11 水 絵てがみ① 絵てがみ教室① 
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)、船(書道) 

12 木   ピンポン・サークル 
車イステニス同好会 
ピエロの会(年賀状)、知的テニス(役員会)  

13 金  
かざ車(さをり織り)、書道クラブ 
童里夢(スポーツレク)、大正琴豊身連  

かざ車(さをり織り) 
ミントクラブ(バドミントン) 
花菖蒲(折り紙)、育成会(ちぎりわいわい太鼓)  

14 土  
かざ車(さをり織り)、大正琴ねむの木  
育成会(フライングディスク)、はなまる(クリスマス会) 

ﾊﾟｿｺﾝ教室、かざ車(さをり織り)、陶芸ｸﾗﾌﾞ  
知的ﾃﾆｽ、育成会(太鼓)、WRAP ViVi、はなまる(クリスマス会)  

卓球同好会、クローバーの会(手話) 
ささゆりの会①(勉強会) 

15 日 
アレンジ 
フラワー 

アレンジフラワー講座 
ほがらか 

フェローズ(車いすバスケット) 
むべの会 

 

16 月 休 館    

17 火   
豊身協(カラオケ) 
竹の子会(手話) 

育成会(絵画教室) 

18 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) 、土木管理課(工事説明会)  

19 木  
オカリッコ(オカリナ) 
アレルギーっ子の会、豊聴協(笑おう会)  

ピンポン・サークル、豊聴協(笑おう会)  
社協(レクリエーションリーダー講座)  

くすのき会(役員会) 
車イステニス同好会 

20 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) 
フェローズ(車いすバスケット) 
花菖蒲(折り紙) 

21 土 もちつき会 
もちつき会（午前１１時３０分ごろ～） 

難病ネットワーク(クリスマス会) 
パソコン教室、善意銀行(ボランティアハートネットワーク)  
難病ネットワーク(クリスマス会) 

卓球同好会 
クローバーの会(手話) 

22 日  
くすのき会(家族会例会)、知的障害者テニス 
ほのか(パステル)、善意銀行(ハートネットワーク)  

くすのき会(たんぽぽ) 
知的テニス(クリスマス会)、善意銀行(ハートネットワーク)  

 

23 月 
休 館 

（天皇誕生日） 
   

24 火 
休 館 

（振替休館） 
   

25 水  楓(クリスマス会) 
パソコン教室、車いすダンス 
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) 

26 木   
ピンポン・サークル 
楓(スポーツレク) 

車イステニス同好会 

27 金  
童里夢(スポーツレク) 
書道クラブ 

 ミントクラブ(バドミントン) 

28 土   パソコン教室、陶芸クラブ 
卓球同好会 
クローバーの会(手話) 

29 日 

休 館 

   

30 月    

31 火    


