
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、1/1㈷〜1/3㈬

スタッフの
おすすめ本

「　　　　」＆

＆

本のフリーマーケット
漫画から小説まで本を中心としたフリーマーケットです。
と　き� 1/27㈯9:30〜15:00
ところ 中央図書館
その他 雑貨、衣類、多肉植物

などの販売もあり 

1
月

理系の大学への進学予定
者が不安を解消し、充実し
た大学生活を送るために
役立つ一冊です。理系の大
学を卒業した私も、当時読
んでいれば違った人生を歩
んでいたかもしれません。

『�理系大学生活ハンドブック�』
著者：原田淳

化学同人　2017.2

とき ところ
2/3㈯11:00 前芝校区市民館
2/10㈯11:00 中部地区市民館

とき 対象
毎週火曜日11:00 1〜3歳児と保護者毎月最終水曜日11:00
毎月第1・2・4木曜日
10:00、10:30、11:00

1歳6か月以下の子ども
と保護者

毎週土曜日14:00、15:00 小学生以下と保護者
※15:30は外国の絵本

でどなたでも
毎月第2土曜日10:30、
15:30（※）
毎月第3土曜日11:00 5歳児〜小学生と保護者
毎週日曜日14:00 小学生以下と保護者

とき 対象
毎月第1金曜日11:00 未就園児と保護者
毎月第1・4土曜日14:00 小学生以下と保護者

毎月第1土曜日14:30 英語のおはなし会で、
どなたでも

毎月第3水曜日10:30、
11:00

1歳6か月以下の子ども
と保護者

毎月第3土曜日14:30 外国のおはなしで、ど
なたでも

おはなしのへや
ボランティアによる絵本など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
地区市民館（各40分）

中央図書館（各30分。木曜日は各20分）

大清水図書館（各30分。水曜日は各20分）
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問合せ　☎51・2882　　休館日　月曜日、1/1㈷〜1/3㈬

問合せ　二川宿本陣資料館 ☎41・8580、
　　　　駒屋 ☎41・6065
休館日　月曜日、1/1㈷
    52574

収蔵品展
森緑翠と白士会
森緑翠の生誕100年を記念し、
代表作などを紹介します。
と　き� 1/30㈫〜3/4㈰
観覧料� 一般200円、
 小学生〜高校生100円
＜関連イベント　美術講座＞
詩情あふれる森緑翠の画業をス
ライドで紹介します。
と　き 2/12㉁14:00〜15:30
講　師　当館学芸員 森緑翠「佛山小景」1968年

文化財センター主任学芸員　
岩原剛

棘葉形杏葉
馬越長火塚古墳出土

重要文化財　馬越長火塚古墳
出土品の特別公開
金で飾られた馬具や美しい玉な
どを公開します。
と　き� 1/4㈭〜1/21㈰
 9:00〜17:00
問合せ� 文化財センター（☎56・

6060）

春の七草展　人日の節句
春の七草や正月飾りを展示します。
と　き� 1/2㈫〜1/8㈷
＜関連イベント　ちりめん作家　豊田恵子
　さん制作のつるし飾りの展示＞
七草のつるし飾りを展示します。
と　き 1/2㈫〜1/14㈰※最終日は

15:00まで
[共通事項]
ところ 二川宿本陣資料館

草田かしす＆永田煙草イベント
草田かしす　新春LIVE書芸
雅
みやび

な音楽が流れる中で書芸を鑑賞します。
と　き 1/5㈮11:00〜11:30
めおと展Ⅳ
想作書道と篆

てん
刻
こく

の世界を紹介します。
と　き 1/10㈬〜1/28㈰9:30〜16:30
一文字篆刻とマーブリング♪
篆刻体験と、水面の模様を紙に写し取ります。
と　き 1/13㈯10:00〜12:00、13:30〜15:30
定　員 各10人（申込順）
申込み 1/4㈭10:00から駒屋
[共通事項] ところ　駒屋　問合せ　駒屋

駒屋　お正月イベント
餅つき大会
と　き 1/2㈫、1/3㈬11:00〜

14:00
二胡と箏の演奏会
と　き 1/5㈮13:00〜13:30
お正月フェイスペインティング
と　き 1/6㈯10:00〜12:00
定　員 10人（先着順）
料　金 100円
七草粥の振舞い
と　き 1/7㈰10:00
[共通事項]�問合せ　駒屋

二川宿本陣まつり　ひなまつり
関連イベント　つるし飾り作り講座
鳩のつるし飾りを作ります。
と　き� 1/28㈰13:00〜15:00
ところ� 二川宿本陣資料館
対　象 高校生以上　講師　つるし飾りの会
定　員� 20人（申込順）
料　金� 1,000円（施設見学の場合は別

途、入館料必要）
その他 二川宿本陣まつり　ひなまつりの

詳細は本紙2月号に掲載予定
申込み 1/13㈯10:00から二川宿本陣

資料館

穂の国
くにのみやつこ

造の墓と
推定される、馬越長火塚
古墳から出土しました。

豪華さに思わず「いいね！」と
言いたくなるでしょう。

旅先で出会った
エキゾチックな風景、
路地の奥にも注目
してみてください。

美術博物館学芸員　
丸地加奈子
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問合せ　☎21・5525
休館日　水曜日（1/3㈬は開館）、
 1/1㈷

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。

問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　　休館日　月曜日、1/1㈷

ここにこジャンボかるた大会
と　き� 1/2㈫11:30、13:30

とよはしけいさつ110番
おまわりさんフェスタ
警察犬訓練の実演などを行います。
と　き� 1/8㈷10:00〜14:00

青少年のための科学の祭典2017
東三河大会
科学の面白さを実験や工作で体験します。
と　き� 1/20㈯、1/21㈰10:00〜16:00

昭和のおもちゃ展
ブリキのおもちゃなどを展示します。
と　き� 1/2㈫〜1/13㈯
 9:30〜17:00

つくってあそぼう
静電気くらげ
空中にぷかぷか浮く不思議なク
ラゲを作ります。
と　き� 1/6〜1/27の土・日曜日、祝日

11:50

冬の星空観望会
冬のダイヤモンドなどを望遠鏡で観
察します。
と　き 2/17㈯18:30〜20:00（天候

不順は2/18㈰順延）
対　象 どなたでも（中学生以下は

保護者同伴）
定　員 80人（申込順）
申込み 1/13㈯から視聴覚教育セ

ンター

実験ショー　静電気のひみつ
静電気の起きやすさなどを実験とクイズで
紹介します。
と　き� 1/6〜2/24の土・日曜日、祝日（1/28㈰

を除く）14:20

おもしろサイエンスの日
静電気で遊ぼう
小型ロボット操作や缶ベルなどを作ります。
と　き� 1/28㈰13:00〜
 15:00（随時参加可）

こども未来館　笹田貴洋

おもちゃが
たくさんあるので

見に来てね。
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問合せ　☎21・2301　 　9815

問合せ　☎61・3136

問合せ　☎61・5818　休館日　月曜日、1/1㈷〜1/3㈬

書き初
ぞ
め展覧会

書き初めを体験し、館内に展示し
ます。
と　き� 1/4㈭10:00〜16:00

豊橋けいりんマルシェ
東三河のB級グルメをはじめ、季節の食
材を楽しめます。
と　き 1/14㈰10:00〜16:30

くろしおファミリーキャンプデー
と　き� 3/3㈯10:00〜15:00
対　象� 5歳児〜中学生と保護者（市内在住の

方優先）
定　員� 10家族（申込順）
持ち物 食材またはお弁当
その他 ネイチャーゲームやクラフトコーナーあり
申込み� 1/9㈫から少年自然の家

12月号　お詫びと訂正
13ページの「豊橋けいりん 年末年始イベン
ト」の関連イベント内に「1/2㈬15:00」とあ
るのは、正しくは、「1/2㈫15:00」でした。お
詫びして訂正します。

なかよし広場
パネルシアター　ねこのお医者さん
季節の歌にあわせて親子で体を
動かしてあそびます。
と　き� 1/18㈭10:00、11:00

早朝前売� 7:00
開門予定� 10:00

つまみ細工でお花を作ろう
フェルトや布をつまんで貼って、か
わいいお花を作ります。
と　き� 1/8㈷11:00〜12:30

1/1㈷
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㈬

1月

キャンプスタッフ講習会
アウトドア“力”UP!
と　き� 2/17㈯10:00〜2/18㈰

12:00※1泊2日
対　象� 18歳以上の方
定　員� 10人（申込順）
料　金� 2,500円
申込み� 1/31㈬までに少年自

然の家

松阪
（F Ⅰ）

大垣
（F Ⅰ）

名古屋
（F Ⅰ）

奈良
（F Ⅰ）

立川記念
（G Ⅲ）

和歌山記念
（G Ⅲ）

大宮記念
（G Ⅲ）

松阪記念
（G Ⅲ）

小松島
（F Ⅰ西日本

カップ）

伊東温泉
（F Ⅰ）

岸和田
（F Ⅰ）

高松
（F Ⅰ）

広島
（F Ⅰ）

静岡
（F Ⅰ）

小倉
（F Ⅰ）
ナイター

伊東温泉
（F Ⅰ）
ナイター

前橋
（F Ⅰ）
ナイター

松山
（F Ⅰ）
ナイター

小倉
（F Ⅰ）
ナイター

自然体験活動指導者コラム
小さな感動体験！ネイチャーゲーム
自然と触れ合う事の大切さは、分かってい
てもどうしたらよいか迷ってしまいます。少
年自然の家のネイチャーゲームで、楽しみ

ながら森の中のさ
まざまなものに触
れ、踏みしめ、匂い
をかいだりしてみま
せんか。新しい発見
がありますよ。

とよはしネーチャーゲームの会　野崎守さん
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