
問合せ　�中央図書館 ☎31・3131、向山図書館 ☎62・2944、
大清水図書館 ☎39・5900

休館日　月曜日、第４金曜日

スタッフの
おすすめ本

「　　　　」＆

＆

おはなしのへや
ボランティアなどによる紙芝居や絵本の読
み聞かせを行います。
対　象� 小学生以下と保護者
問合せ� 中央図書館

８
月

お兄ちゃんになった男の
子。いろいろな人がただ
寝ているだけの赤ちゃん
を見にやってきます。弟が
できたうれしさと、とまど
いを男の子の目線で描
いた絵本です。

『�ねぇ、しってる？�』
作：かさいしんぺい 絵：いせひでこ

岩崎書店 2017.5

田﨑文庫を開設しました
愛知大学名誉教授の田﨑哲郎さんが
研究のために集めた江戸～昭和時代
の歴史書や一般図書、文芸書、目録な
どの寄附を受け開設しました。閲覧・貸
出しを希望する方は2階カウンターで申
請してください。
蔵書冊数� 4,527冊 
問 合 せ�中央図書館 
       50491

とき ところ
9/2㈯11:00 北部地区市民館
9/9㈯10:30 二川地区市民館
9/15㈮11:00 南陽地区市民館
9/16㈯15:00 市民文化会館

9/23㈷11:00 アイプラザ豊橋、
青陵地区市民館

※時間は各40分。中央図書館、大清水図書館でも開催

向山図書館開館50周年イベント
ちょっぴりこわいおはなし会 
と　き� 8/10㈭17:00 
ところ� 市民文化会館 
対　象� 小学生以下と保護者 
    50537
特設コーナー�懐かしの映画・俳優
昭和の映画やスターの本を紹介します。 
と　き� 8/31㈭まで 
ところ� 向山図書館 
    50539 
［共通事項］問合せ　向山図書館

ほっとシネマ�in�図書館　　　
劇場版アニメ忍たま乱太郎
と　き� 8/26㈯10:30、14:00 
ところ� 中央図書館 
定　員� 100人（先着順） 
問合せ� 中央図書館 
    51013
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問合せ　☎51・2882　　休館日　月曜日

問合せ　二川宿本陣資料館 ☎41・8580、
　　　　駒屋 ☎41・6065
休館日　月曜日（8/14は開館）
入館料　二川宿本陣資料館
　　　　一般400円　小学生～高校生100円

トリエンナーレ豊橋�星野眞吾賞展��明日の日本画を求めて
3年に一度開催する日本画の全国公募展の入賞・入選作品などを60点展示します。 
と���き� 8/11㈷～9/10㈰
星野眞吾賞（大賞）：「かさねがさね」財田翔悟さん（山形市）
準大賞：「環

めぐ
る景色」中澤美和さん（藤沢市）

優秀賞：「黙
しじま

」𠮷賀あさみさん（京都市）
＜関連イベント��アーティストトーク＞
受賞者による作品解説を行います。
と���き� 8/11㈷13:30～14:30

「かさねがさね」財田翔悟さん

「陽」中村正義（小松コレクション）

「猫と遊ぶ娘」歌川国芳 

常設展�
没後40年��中村正義（美術資料）
豊橋出身の画家・中村正義の作品を紹介
します。
と��き� 8/20㈰まで

常設展�
白磁の美（陶磁資料）
江戸時代～現代の白磁を紹介
します。

と��き　8/20㈰まで

常設展�
吉田城と吉田宿（歴史資料）
絵図や浮世絵、吉田藩主・松平伊豆
守家に関する資料を紹介します。
と��き� 8/20㈰まで

「白磁高杯」鈴木青々 「飾り瓦」細井新兵衛

浮世絵ねこの世界展�
ギャラリートーク
と　き� 8/12㈯、8/23㈬14:00
ところ� 二川宿本陣資料館
講　師� 当館学芸員
料　金� 無料（入館料必要）
その他� 展示について詳細は本紙

7月1日号12ページ参照
問合せ� 二川宿本陣資料館
    50711

お盆でナイト�駒屋夕涼み開館
駒屋の開館時間を午後8時30分まで
延長します。
と　き� 8/11㈷～8/13㈰
その他� 8/12㈯は夜店を開催
問合せ� 駒屋
    51022

本陣体験講座�和本を作ろう
と　き� 9/10㈰①13:00～14:00

②15:00～16:00
ところ� 二川宿本陣資料館
対　象� ①小学5年生以上（小学生は

保護者同伴）②中学生以上
コース� ①基本コース「四つ目綴」②

応用コース「康
こ う き と じ

煕綴」
定　員� 各20人（申込順）
料　金� 各300円
申込み� 8/5㈯10:00から電話で二川

宿本陣資料館
    51021

いとうなつこ押し花アート展
と　き� 8/18㈮～8/25㈮9:30～16:30
＜関連企画�お花で作る万華鏡＆お茶会＞
と　き� 8/20㈰14:00～15:30
講　師� いとうなつこさん（フラワー作家）
定　員� 20人（申込順）
料　金� 1,200円（飲み物付き）
申込み� 8/5㈯10：00から駒屋
［共通事項］
ところ� 駒屋
問合せ� 駒屋
　 　  51022
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問合せ　�☎21・5525
休館日　�水曜日（8/9、8/16は開館）

問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　　休館日　月曜日（8/14は開館）

子育てプラザ（0～3歳児）の情報は今号
30ページの「パパママ」に掲載しています。

納涼おばけ横丁
横丁を通りお札を納めます。
と��き� 8/5㈯～8/22㈫9:30～17:00

ここにこLIVE！
高校生吹奏楽コンサート
と��き� 8/19㈯10:30～16:00
中学生音楽&パフォーマンス
と��き� 8/20㈰10:00～13:00

実験ショー�音のふしぎ
人の可聴域などを実験とクイズで紹
介します。
と��き� 9/2～10/28の土・日曜日、祝

日（9/24、9/30、10/1、10/15、
10/21、10/22を除く）14:20

ICT講座�全天カメラ撮影入門
撮って、みんなで見よう！
全天ビデオの撮影・編集を行い、ドー
ムに投映します。
と　き�8/20㈰12:30～15:30
定　員� 10人（申込順）
申込み� 8/8㈫から視聴覚教育センター

おもしろサイエンスの日�光
白黒線が色鮮やかに見えるコマなどを作ります。
と��き� 8/27㈰13:00～15:00（随時参加可）

名古屋大学出前授業�
尿を使ったがん診断
早期がんを発見するナノテクや遺伝子
研究を紹介します。
と　き�10/1㈰13:30～15:00
講　師�安井隆雄さん（名古屋大学大学

院工学研究科助教）
定　員�40人（申込順）
申込み�8/10㈭から視聴覚教育センター

ペーパークラフト　スペースシャトル
と���き� 9/2～9/23の土・日曜日、祝日

11:50（各20分）
定���員�各10人（先着順）

ここにこ金魚展
世界中の珍しい金魚を見ることがで
きます。
と��き� 8/26㈯～9/10㈰9:30～17:00

劇団かかし座�
手影絵パフォーマンス
手の影で作られた動物たちのパフォー
マンスショーです。
と��き� 8/26㈯19:00～20:00

羽田中学校
オーケストラ部

がん細胞と転移媒体

羽田中と牟呂中が合同で演奏します。「みなさんが

楽しめる演奏」を目指して頑張ります!
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問合せ　☎61・5818

問合せ　☎21・2301　 　9815

問合せ　☎61・3136 なつまつり　みんなで作ろう大きな輪�
池ちゃんのちょこっと交通安全
遊びを通して交通ルールを学びます。
と��き� 8/27㈰11:00～11:30
ドラムをたたこう
みんなで輪になりドラムをたたきます。
と　き� ��8/27㈰14:00～14:30、15：00～15：30
定　員　 各50人（申込順）
申込み　随時、交通児童館

ガールズ競輪選手デビュー！！
　豊橋ガールズケイリン育成プロジェク
ト（T-GUP）3期生の高橋智香選手（112
期）が、7月にデビューし、8月3日㈭に豊
橋で初出走します。笑顔が印象的な高
橋選手。今後の活躍にご期待ください。

親子ふれあいキャンプ�日帰りキャンプ
アウトドアクッキング、クラフト工作を楽しみます。
と　き�9/16㈯、9/17㈰9:30～16:30
ところ�野外教育センター
対　象�5歳児～中学生と保護者（市内在

住の方優先）
定　員�各8家族（抽選）
料　金�大人各900円、子ども各700円
申込み�8/1㈫～8/15㈫に電話で少年自

然の家

おやこの広場��「とんでったバ
ナナ」のペープサート
親子で紙人形劇を楽しみます。
と��き� 8/11㈷11:00～11:30

早朝前売� 7:00
開門予定� 10:00（8/19㈯～8/22㈫は9:30）
お知らせ�インターネットライブ中継

なかよし広場
みんなでゆったり子守唄あそび
を楽しみます。
と��き� 8/10㈭10:00、11:00

7/29㈯
30㈰
31㈪
8/1㈫
2㈬
3㈭
4㈮
5㈯
6㈰ 　
7㈪
8㈫
9㈬
10㈭
11㈷
12㈯
13㈰
14㈪ 　
15㈫
16㈬
17㈭
18㈮
19㈯
20㈰
21㈪
22㈫
23㈬
24㈭
25㈮
26㈯
27㈰
28㈪
29㈫
30㈬
31㈭
9/1㈮
2㈯
3㈰

８月

先輩たちと対等に走れる
か不安ですが、活躍して
応援される選手になりた
いです。

豊橋カレーうどんづくり�
うどんの生地づくりから始めます
と　き�10/7㈯9:30～14:00
ところ�少年自然の家
対　象�5歳児～中学生と保護者
　　　（市内在住の方優先）
定　員�8家族（抽選）
料　金�1人1,800円
申込み�8/17㈭～8/31㈭に電話で少

年自然の家

昔体験！野外キャンプ�
縄文時代の生活を体験しよう
と　き�9/23㈷10:00～9/24㈰

10:00（1泊2日）
ところ�少年自然の家
対　象�5歳児～中学生と保護者

（市内在住の方優先）
定　員�8家族（抽選）
料　金�1人2,000円
申込み�8/1㈫～8/15㈫に電話で

少年自然の家

高橋智香選手

弥彦記念
（G Ⅲ）

高松
（F Ⅰ西日本カップ）

熊本
（F Ⅰジャパンカップ）

名古屋
（F Ⅰ）

高松
（F Ⅰ）

和歌山
（F Ⅰ）

いわき平
オールスター

豊橋本場F Ⅱ
（ガールズケイリン）

豊橋競輪
開場68周年記念

（G Ⅲ）

小田原記念
（G Ⅲ）

青森（F Ⅰ）

京都向日町記念
（G Ⅲ）

玉野
（F Ⅰ）
ナイター

小倉
（F Ⅰ）
ナイター

京王閣
（F Ⅰ）
ナイター

四日市
（F Ⅰ）
ナイター

久留米
（F Ⅰ）
ナイター

前橋
（F Ⅰ）
ナイター

川崎
（G Ⅲ）
ナイター

小倉（F Ⅰ）
ナイター

佐世保（F Ⅰ）
ナイター

赤は止まれ！

青は進め！
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