
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

「　　　　」＆

＆

赤ちゃん絵本ボランティア育成講座
赤ちゃんへの絵本の読み聞かせ方法などを学
びます。
と　き� 5/31～7/5の木曜日(6/28を除く。全

5回)10:00～11:30
ところ� 中央図書館
定　員� 30人（抽選）
その他� 6か月児からの託児あり（予約制。定員

8人（抽選）。おやつ代1回50円必要）
申込み� 5/17㈭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

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 

5
月

長崎県・軍艦島の写真集
です。まるで時が止まった
かのような写真1枚1枚に、
そこがかつて街だった頃
の記憶が詰まっています。
著者が受けたであろう感
動と衝撃がそのまま伝わっ
てくるような1冊です。

『�THE�ISLAND�』
著者：佐藤健寿

朝日新聞出版  2018.1

古文書に親しむ講座（入門編）
古文書を読むための基礎を学び
ます。
と　き� 5/20㈰、5/27㈰（全2回）
 10:00～11:30
ところ� 中央図書館
対　象� 古文書を初めて学ぶ方
講　師� 藤井奈都子さん(愛知大学

非常勤講師)
定　員� 20人（抽選）
申込み� 5/2㈬～5/12㈯に中央図

書館

とき（各40分） ところ
5/18㈮11:00 南陽地区市民館
5/19㈯15:00 市民文化会館

5/26㈯11:00 青陵地区市民館、アイプラザ
豊橋、北部地区市民館

6/2㈯11:00 南部地区市民館
6/9㈯10:30 石巻地区市民館
6/15㈮11:00 南陽地区市民館

絵本講座
と　き� 5/23㈬10:00～11:30
ところ� 中央図書館
定　員� 30人（抽選）
その他� 6か月児からの託児あり

（予約制。定員10人（抽
選）。おやつ代50円必要）

申込み� 5/10㈭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

受贈記念�星野眞吾・高畑郁子�
二人の足跡展
昨年の受贈作品を中心に、戦後から近
年までの画業を紹介します。
と　き� 5/15㈫～6/24㈰9:00～17:00

（初日は12:00から）
観覧料� 一般400円、小学生～高校生

200円
スペシャルトーク
作者の2人と講師のエピソードや作品
の魅力を紹介します。
と　き� 6/2㈯14:00～15:00
講　師� 大野俊治さん（画家）
料　金� 無料（観覧料必要）

星野眞吾「父の華」1979年

二川宿本陣まつり
本陣茶会
抹茶（菓子付き）を提供します。
と　き� 5/5㈷10:00～15:00
定　員� 300人（先着順）
琴のしらべ
と　き� 5/5㈷14:00
出　演� 箏曲  新珠会
[共通事項]
ところ 二川宿本陣資料館
料　金 無料（入館料必要）
問合せ 二川宿本陣資料館

大人の寺子屋
楽しく学んで、美味しく食べよう
江戸の装い・髪型について学び、学校
給食を食べます。
と　き� 5/25㈮11:30～13:00
ところ� 駒屋
講　師� 二川宿本陣資料館学芸員
定　員� 20人（申込順）
料　金� 600円
申込み� 5/9㈬10:00から電話で駒屋

ほんじん講座
浮世絵の見方と相撲の今昔に
ついて学びます。
と　き� 5/26㈯13:30～15:30
ところ� 二川宿本陣資料館
講　師� 当館学芸員
定　員� 50人（申込順）
料　金 無料（入館料必要）
申込み� 5/8㈫10:00から電話

で二川宿本陣資料館

本陣古文書講座（初級コース）
江戸時代の古文書を基礎から学びます。
と　き� 5/19㈯、6/2㈯、6/16㈯、6/30㈯、

7/14㈯（全5回）13:30～15:00
ところ� 二川宿本陣資料館
講　師� 当館学芸員　定員���30人（申込順）
料　金� 400円（展示見学の場合は別途、入

館料必要）
申込み� 5/3㈷10:00から電話で二川宿本陣

資料館

二川の笑み、宿場の笑い
二川寄席
と　き� 5/13㈰13:30～15:00
ところ� 駒屋
出　演� 愛知大学落語研究会
定　員� 35人（申込順）
料　金� 300円
申込み� 5/4㈷10:00から電話で駒屋

和創作・季節の布遊び
かわいい紫陽花リース♪
和布の紫陽花に、てるてる坊主が揺れるリー
スを作ります。
と　き� 5/16㈬13:00～16:00
ところ� 駒屋
定　員� 10人（申込順）　料金���3,500円
申込み� 5/8㈫10:00から電話で駒屋

遺影のような肖像、鎮魂を祈るよ
うな手のひらの影、机の上に落ち
た椿の花など、生と死を暗示する
さまざまなものが描かれていま
す。亡くなった父への思慕が込め
られた作品です。

学芸員の作品紹介

作品例
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問合せ　☎21・5525
休館日　水曜日

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。

母の日企画
お母さんに感謝の気持ちを伝えよう
と　き� 5/20㈰
家族だんらん食堂
家族と作るお母さんありがとうランチ
カーネーションなど地元の花を使ってご飯を作ります。
時　間 10:00～12:00
対　象� 小学生以上と家族
定　員� 8家族（申込順）　料金��1,000円（2人分）
申込み� 随時、電話で、こども未来館
ハンドマッサージ体験
時　間 10:00～12:00、13:00～15:00

あそびマルシェ
折り紙と将棋ができます。
と　き� 5/13㈰13:00～15:00

タイル王国
タイルの展示を行うほか、タイル
を貼った小物作りができます。
と　き� 5/12㈯～5/20㈰9:30～

17:00

ワークショップ��燃料電池バギー
ミニバギーを組み立て、塩水を燃料
にして走らせます。
と　き 6/16㈯10:00～12:00
対　象 小学4年生以上
定　員 15人（申込順）
料　金 1,500円
申込み 5/19㈯から視聴覚教育セン

ター

おもしろサイエンスの日
木と動物で遊ぼう
ぱっちんガエルや木の動物模型
などを作ります。
と　き� 5/27㈰13:00～15:00

（随時参加可）

ミニワークショップ
虹色万華鏡
分光シートで光が7色に変
化する万華鏡を作ります。
と　き 5/3～5/26の土・日

曜日、祝日11:50
料　金 各100円

科学実験クラブ
空気・音・温度などをテーマに実験に挑戦します。
と　き 6/23㈯、7/7㈯、7/21㈯、8/4㈯（全4回）
 ①9:30～11:00②13:30～15:00
対　象 小学3年～中学生
定　員 各12人（抽選）　料金   各2,000円
申込み 6/1㈮（必着）までに返信先明記の往復は

がき（1枚につき1人）でイベント名、希望番
号、郵便番号、住所、氏名、学校名、学年、
電話番号を視聴覚教育センター（〒441-
3147大岩町字火打坂19-16）

こども未来館  真嶋陽

お母さんのために、いろ

いろな体験をして感謝を

伝えよう！

16



問合せ　☎61・5818　休館日　月曜日

問合せ　☎21・2301　 　9815

問合せ　☎61・3136

5/1㈫

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㈬
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乗り物をリニューアルしました
自転車、コインカートをリニューアル
しました。見た目がかわいい自転車
や、変わった動きをする自転車も仲
間入りです。ぜひお越しください。

地元選手紹介
105期�下岡優季選手
教員免許を取得し教員の道を考えまし
たが、大学4年の進路決定の時、陸上競
技のコーチから助言を受け、身体を使っ
て稼ぐ競輪選手の道を選びました。1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。

くろしおサマーキャンプ
学生キャンプリーダーとチームで課題
に挑戦するキャンプです。
と　き� 8/23㈭13:00～8/25㈯12:00

※2泊3日
ところ� 野外教育センター
対　象� 小学4～6年生（市内在住の方

優先）
定　員� 36人（申込順）
料　金 4,000円
申込み� 5/9㈬から少年自然の家

GW企画��線のタイル
シュレッダーにかけた紙を
貼ってタイルを作ります。
と　き� 5/6㈰まで
その他� 作品は6/3㈰まで

館内で展示

早朝前売� 7:00����開門予定��10:00

母の日企画�大好きなママへ�
手作りプレゼントを贈ろう
と　き� 5/12㈯、5/13㈰9:00～16:30
ルームミラーハンギング作り
ペットボトルで車用アク
セサリーを作ります。
メッセージタグ作り
画用紙などでメッセージ
入りのタグを作ります。
[共通事項]
定　員� 各25人(先着順)

5月

ささゆりの里と
表浜海岸�渚ウォーキング
野外炊事体験と施設の利用方法を紹介
します。
と　き� 6/2㈯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（申込順）
申込み� 5/9㈬から少年自然の家

松阪
（Ｆ Ⅰ）

松阪
（Ｆ Ⅰ）

青森
全プロ
(F Ⅱ)

取手
（Ｆ Ⅰ）

前橋
（Ｆ Ⅰ）

松戸
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

川崎
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

武雄
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

小倉
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

佐世保
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

玉野
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

平塚
日本選手権

（Ｇ Ⅰ）

京王閣記念
（Ｇ Ⅲ）

岐阜
（Ｆ Ⅰ）

小松島
（Ｆ Ⅰ）

名古屋記念
（Ｇ Ⅲ）
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