
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
その他 中央図書館、大清水図書館でも開催。日

程など詳細はホームページ参照
問合せ 中央図書館 

3
月

市内全校区の民話を集め
た本です。昔から伝わる
話を調べたり、地元の方
に聞いたりした内容がま
とめられています。お住ま
いの校区の話を読んでみ
てはいかがでしょうか。

『�片身のスズキ　豊橋の民話�』
編集：豊橋の民話を語りつぐ会

豊橋市図書館　2016.7

ほっとシネマ　多部未華子・
三浦春馬主演映画「君に届け」
高校生の友情や恋愛などを描
いた映画を上映します。
と　き� 3/24㈯14:00～16:00
ところ� 中央図書館
定　員� 100人（先着順）
問合せ� 中央図書館

とき（各40分） ところ

3/16㈮11:00 南陽地区市民館

3/17㈯15:00 市民文化会館

3/24㈯11:00 アイプラザ豊橋、
青陵地区市民館

4/14㈯11:00 中部地区市民館

絵本「ハシビロコウのはっちゃん」で
外国の言葉と文化を知ろう
絵本作家が日本語と英語で読み聞かせ
と工作を行います。
と　き� 3/25㈰14:00～15:00
ところ� 中央図書館
対　象� 年少児～小学3年生と保護者
定　員� 50組（申込順）
持ち物� 固ゆで卵（人数分）
申込み� 3/3㈯9:30～3/23㈮17:00に直接

または電話で中央図書館※ホー
ムページからも申し込み可

そうだナカムラクニオさんに聞いてみよう！
コーヒー（有料）を飲みながら講師と語り
合います。
と　き� 3/25㈰13:30～16:00
ところ� 中央図書館
講　師 ナカムラクニオさん（ブックカフェ6

次元店主）
定　員 30人（抽選）
申込み 3/15㈭までに直接または電話で

中央図書館※ホームページからも
申し込み可
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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　   52574

ウィリアム・モリス　原風景でたどる
デザインの軌跡　ギャラリートーク
当館学芸員が作品の見どころを紹介
します。
と　き� 3/4㈰、3/17㈯14:00
料　金� 無料（観覧料必要）

「柘榴あるいは果実」1866年頃　photo ⒸBrain Trust Inc.

「京焼雲海花瓶」井上治男
龍が描かれた紡

ぼうすいしゃ
錘車

高井遺跡（石巻本町）出土「年中行事図巻」　明治2年頃

美術博物館学芸員
細田　樹里

常設展　郷土の画人
原田圭岳（歴史資料）
四季折々の行事を月ごとに描いた屏風
や絵巻物を紹介します。
と　き� 3/13㈫～5/6㈰

常設展
考古学からみた豊橋（考古資料）
発掘調査の出土品から豊橋の歴
史を紹介します。
と　き� 3/13㈫～5/6㈰

常設展
近現代の陶芸（陶磁資料）
井上治男など近現代の作家の花瓶
などを紹介します。
と　き� 3/13㈫～5/6㈰

二川宿本陣まつり　ひなまつり
各種イベント
街中つるし飾り
旧街道沿いの街並みで、つるし飾
りを見られます。
と　き� 3/11㈰まで
雅楽の演奏会
と　き� 3/3㈯11:00、13:30
ところ� 二川宿本陣資料館
出　演� 雅楽二重奏　菊理
琴の演奏会
と　き� 3/10㈯14:00
ところ� 二川宿本陣資料館
出　演� 二川南小学校　琴クラブ
[共通事項]問合せ　二川宿本陣資料館

和創作・季節の布遊び
押絵でつくる桜うさぎの文庫箱♪
桜とウサギの押絵で文庫箱を作ります。
と　き� 3/14㈬13:00～16:00
ところ� 駒屋
定　員� 10人（申込順）
料　金� 3,800円
申込み� 3/6㈫10:00から駒屋

駒屋　春休み特別講座
絵を見て考えるなぞなぞ「判じ
絵」を作り、クイズをします。
と　き� 3/25㈰10:00～12:00、
 13:00～15:00
ところ� 駒屋
その他� ボランティアガイドに

よる施設案内あり
問合せ� 駒屋

二川浪漫・新成人写真展
和装の新成人と家族の写真を展示します。
と　き� 3/11㈰～3/25㈰
 9:30～16:30
ところ� 駒屋　
問合せ� 駒屋

モリスが
デザインした最初の

壁紙のひとつです。自ら
内装を手掛けた赤レン

ガ造りの自宅「レッド・ハ
ウス」の庭に広がる景
色から着想を得て、

作られました。
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問合せ　☎21・5525
休館日　3/22㈭、水曜日

（3/21、3/28は開館）

問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　　休館日　月曜日

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。

ここにこ手づくり市
陶器や雑貨、木のおもちゃなどが集まり
ます。
と　き� 3/17㈯、3/18㈰9:30～17:00

ありがとうサイバーホイール
体験・発見プラザ　キッズパークの遊具

「サイバーホイール」がリニューアルに
伴い、3月6日㈫で利用できなくなります。

三河トコトン豚まつり
豚の解体や試食などを通じ、豚につい
て学びます。
と　き� 3/25㈰9:30～17:00
協　力� 三河トコ豚極め隊

BRIOパーク
木の鉄道や組み立ておもちゃで遊
べます。
と　き� 3/28㈬～4/8㈰9:30～

17:00

実験ショー
無重力のふしぎ
はかりや水を使って無重力を
体験します。
と　き� 3/3㈯～4/21㈯の土・

日曜日、祝日（3/18㈰、
3/25㈰を除く）14:20

プラネタリウム新番組
と　き� 3/3㈯～7/8㈰
観覧料� 大人300円、中学生以下

100円
その他� 投映開始後の入場不可。

時間は各45分。各回に
星空解説あり

おもしろサイエンスの日
空を飛ぶもので遊ぼう
身近な素材でブーメランやロケット、飛
行機を作ります。
と　き 3/25㈰13:00～

15:00（随時参
加可）

ワークショップ
ストーンペインティング
小石の形状に合わせて
絵を描きます。
と　き� 3/3㈯～3/24㈯

の土・日曜日、祝
日11:50

こども未来館　伊藤　友香

くまのがっこう　ⒸBANDAI

投映スケジュール
①火～金曜日※③を除く

②土・日曜日、祝日※③を除く

③3/10㈯～4/8㈰

時間 番組名
15:00 時間　空間を超える小宇宙

時間 番組名
11:00 忍たま乱太郎
13:30 宇宙エレベーター
15:00 しまじろう

時間 番組名
11:00※3/27㈫～4/6㈮、
土・日曜日、祝日のみ 忍たま乱太郎
13:30※3/27㈫～4/6㈮、
土・日曜日、祝日のみ 宇宙へのパスポート
15:00 くまのがっこう

スウェーデンの
おもちゃメーカー

BRIOのおもちゃで
遊べます。
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問合せ　☎61・5818　休館日　月曜日

問合せ　☎21・2301　 　9815

問合せ　☎61・3136 ホワイトデー特別企画
お花のビスケットで「ありがとう」
アイシングでビスケットに花束を描きます。
と　き� 3/11㈰11:00～12:30
定　員� 17人（先着順）
料　金� 100円

とよはし競輪地元選手紹介
105期　岡本総選手
大学卒業後就職し、サラリーマンをしてい
ましたが、高校時代の自転車部の後輩で
ある深谷知広選手の活躍に刺激を受け、
新たに挑戦したい気持ちに火が付き、夢
を追い求めて競輪選手へ転身しました。
昨年7月には競輪選手の最高クラスであ
るS級への昇格を果たし、豊橋けいりん若
手ホープの1人として活躍しています。

くろしおファミリーキャンプデー
自由にキャンプを楽しめます。
と　き� 4/28㈯9:30～4/29㈷16:30、5/3㈷

9:30～5/4㈷16:30（各1泊2日）
対　象� 5歳児～中学生と保護者（市内在住

の方優先）
定　員� 各10家族（申込順）　料金　大人各70円、子ども各30円
持ち物� 食材または弁当　その他　野外炊飯教室、クラフト体験などあり
申込み� 3/1㈭～3/10㈯に少年自然の家

なかよし広場　
仕掛け紙芝居や、ふれあい体操な
どを楽しみます。
と　き� 3/15㈭10:00、11:00

早朝前売� 7:00����開門予定��10:00

春休み特別企画
プラレール広場
と　き� 3/10㈯～4/5㈭9:00～

16:00

3/1㈭

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㈯

3月

覚えよう！キャンプ術
道具の使い方や野外炊事、ロープワー
クなどを学びます。
と　き� 5/5㈷13:00～5/6㈰12:00
 （1泊2日）
対　象� 5歳児～中学生と保護者（市内

在住の方優先）
講　師� 日本ボーイスカウト愛知連盟穂

の国地区協議会ほか
定　員� 10家族（抽選）
料　金� 1,500円
申込み� 3/1㈭～3/10㈯に少年自然の家

松阪
（F Ⅰ）

熊本
（F Ⅰ）福井

（F Ⅰ）

岐阜
（F Ⅰ）

大宮
（F Ⅰ）

福井
（F Ⅰ）

平塚
（F Ⅰ）

松阪
（F Ⅰ）

高知
（F Ⅰ）

小松島
国際自転車トラック

競技支援競輪
（G Ⅲ）

小田原
（F Ⅰジャパン

カップ）

名古屋記念
（G Ⅲ）

松山
ウィナーズカップ

（G Ⅱ）

玉野記念
（G Ⅲ）

京王閣
（F Ⅰ）
ナイター

四日市
（F Ⅰ）
ナイター

川崎
（F Ⅰ）
ナイター

伊東温泉
（F Ⅰ）
ナイター

小倉
（F Ⅰ）
ナイター

いわき平
（F Ⅰ）
ナイター

久留米
（F Ⅰ）

キャンプスタッフ講習会
と　き� 5/19㈯10:00～5/20㈰

12:00（1泊2日）
対　象 18歳以上の方
講　師 日本キャンプ協会キャン

プディレクターほか
定　員� 10人（申込順）
料　金� 2,500円
その他� 受講後、キャンプボラン

ティアとして活動可
申込み� 4/1㈰～5/9㈬に少年自

然の家

1人でも多くの
方に応援してもら
えるように頑張り

ます。ご来場お待ち
しております。
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