
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

「　　　　」＆

＆ さくらピア

9
月

パリで、ひとり親家庭の父
として子育て中の著者が、
中学生の息子へ向けたツ
イートから厳選した愛ある
名言集です。人が立ち直
る方法を、時には友達のよ
うに語りかけてくれるメッ
セージが心にしみます。

『立ち直る力』
著者：辻 仁成

岩波書店 2018.2

豊橋のスポーツ
三遠ネオフェニックス展
選手の紹介パネルなどを展示します。
と き� 9/15㈯～10/14㈰
ところ�中央図書館
問合せ�中央図書館

読書会�深い河
遠藤周作著「深い河」の感想を
話し合います。
と き�9/30㈰13:30～15:30
ところ�中央図書館
定 員� 30人（申込順）
申込み� 9/20㈭までに直接、電

話またはEメールで住
所、氏名、電話番号を
中央図書館（ tosho@
l ibrary. toyohashi .
aichi.jp）

読み聞かせボランティア育成講座
子どもへの絵本や紙芝居の読み聞かせ方を
学びます。
と き� 10/3～10/31の水曜日、11/9㈮（全6

回）10:00～11:30
ところ�中央図書館
対 象� 4回以上受講できる方　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6人（抽選）。おやつ代1人1回50円
必要※食べられない子は不要）

申込み� 9/17㈷までに直接または電話で中
央図書館

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

とき（各40分） ところ
9/21㈮11:00 南陽地区市民館

9/22㈯11:00 青陵地区市民館、アイプラザ
豊橋、北部地区市民館
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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

幕末・明治のドローン？
五雲亭貞秀展
上空から見渡す鳥瞰図を得意とする貞秀の浮世絵などを紹介します。
と き� 9/1㈯～9/24㉁
ギャラリートーク
と き� 9/2㈰、9/12㈬14:00
講 師� 当館学芸員
料 金� 無料（入館料必要）
[共通事項]
ところ� 二川宿本陣資料館
問合せ� 二川宿本陣資料館

左から「バラ」ドルセー社1914年、「ユー
カリ」1919年、「三組のペアダンサー」
1912年
北澤美術館蔵 撮影 清水哲郎

本陣体験講座�和本を作ろう
と き� 9 / 2 2 ㈯ [①基本コー

ス�四つ目綴]13:00～
14:00[②応用コース�麻
の葉綴]15:00～16:00

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

定 員� 各20人（申込順）　
料 金� 各300円
申込み� 9/4㈫10:00から電話で

二川宿本陣資料館

七五三撮影会
駒屋の外観や建物内を背景に
カメラマンが撮影します。
と き� 11/11㈰12:15～15:15
ところ� 駒屋
対 象� 七五三を迎えた和装

の子と家族
定 員� 10組（申込順）
料 金� 3,000円
その他� 撮影した写真データは

後日、受け取り可
申込み� 9/9㈰10:00から直接、

または電話で駒屋

かわいい爺やと婆やを作りましょう♪
着物地を使って人形を作ります。
と き� 9/19㈬13:00～16:00
ところ� 駒屋　定員　10人（申込順）
料 金� 3,000円
申込み� 9/5㈬10:00から電話で駒屋

ばぁばのランチ
旬の東三河の食材を使った食事を楽しみます。
と き� 9/21㈮11:30～13:30
ところ� 駒屋
定 員� 40人程度（申込順）
料 金� 800円
申込み� 9/5㈬10:00から電話で駒屋

特別展示室��日本画の5人
インスピレーションを求めて
大森運夫ら郷土作家の作品を紹介します。
と き� 9/11㈫～11/11㈰

北澤美術館所蔵���ルネ・ラリックの香水瓶
アール・デコ、香りと装いの美
ガラスの香水瓶やランプなどを紹介します。
と き� 9/22㈯～11/18㈰
観覧料� 一般1,000（800）円、小学生～高校

生400（300）円※（　）内は前売・団
体料金

香りについての催し
■歴史上の人物をイメージした香り体験コーナー
クレオパトラなどをイメージした香りを楽し
めます。
■記念講演会�ルネ・ラリックと香りの世界
と き　10/6㈯14:00
講 師� 池田まゆみさん（北澤美術館主席学芸員）
定 員� 80人（先着順）
■香水講座��香水瓶の中の世界
と き　10/7㈰14:00
講 師� 岡島佐知子さん（高砂香料工業㈱調香師）
定 員� 80人（申込順）
申込み� 9/7㈮9:00から電話で美術博物館

大森運夫「遥かなモロッコA」 1968年

五雲亭貞秀「淀川八幡山勝景」

大森運夫は1966年に海外を旅行し、
異国情緒あるモロッコシリーズを生
み出しました。大地に生きる人々の
姿は大森運夫の一貫したテーマで
もあります。

学芸員の作品紹介
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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。

ここにこの中心で感謝を叫ぶ
おじいちゃん、おばあちゃんに
感謝の言葉を叫びます。
と き� 9/17㈷13:30～15:30

バルシューレをしよう
ボールゲームをして遊びます。
と き� 9/15㈯13:00、14:30

実験ショー
マイナス196度の世界
花、風船、湯などを液体窒素で凍らせます。
と き 9/1～10/27の土・日曜日、祝日（9/9㈰、

9/23㈷、9/24㉁
を除く）14:20

ミニワークショップ
エコー糸電話
4種の糸電話で聞こえ方を実
験します。
と き 9/1～9/30の土・日曜

日、祝日（9/23㈷を除
く）11:50

料 金 各100円

おもしろサイエンスの日
ゴムであそぼう
バルーンアートや糸巻き戦車などを作
ります。
と き 9/23㈷13:00～15:00（随時参

加可）

こども未来館
笹田 貴洋

科学とアートの積み木遊び
科学・芸術的思考を鍛える組み木を積
んで遊びます。
と き� 9/24㉁10:00～16:00（随時参

加可）

ペデストリアンデッキ星空観望会
満月を天体望遠鏡で観察し、スマートフォ
ンで撮影します。
と き� 9/23㈷19:00～21:00（天候不順

の場合は中止）
ところ� 豊橋駅東口ペデストリアンデッキ
その他� 中止のお知らせは当日16:00以降

にホームページに掲載

その他：各種プログラムなど詳細は
ホームページ参照　申込み：9/15㈯ま
でにホームページで必要事項を入力

大学生コックさんとつくろう
かぼちゃのマカロニグラタン
とき 9/29㈯
講師 豊橋創造大学短期大学部

体�

験��

１

体�
験��
２

花屋さんになってオリジナル
ブーケをつくろう
と�き 10/6㈯ 講師 花男子

体験プログラム

糸巻き戦車

感謝の気持ちを伝えよう
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問合せ　☎53・3153 　 53・3200　
休館日　月曜日、祝日、9/18㈫　   32402

問合せ　☎21・2301　 　9815

問合せ　☎61・3136

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㈰

9月
富山記念
（G Ⅲ）

岐阜記念
（G Ⅲ）

名古屋
（Ｆ Ⅰ）

高松
（Ｆ Ⅰ）

伊東温泉
（Ｆ Ⅰ）岸和田

（Ｆ Ⅰ）

函館
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

四日市
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

久留米
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

松山
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

小倉
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

弥彦
（Ｆ Ⅰ）

富士
（Ｆ Ⅰ） 平塚

（Ｆ Ⅰ）
ナイター

豊橋本場
ＦⅠ

高知
共同通信社杯

（G Ⅲ）

京都向日町記念
（G Ⅲ）

青森記念
（G Ⅲ）

さくらカフェ
秋の味覚�きのこで菌活
キノコをおいしく食べる調理法を学びます。
と き� 10/17㈬10:30～12:00
講 師� 宮地めぐみさん（野菜ソムリエ）
定 員� 30人（申込順）
その他� 手話通訳・要約筆記などあり
申込み� 9/1㈯9:00から、さくらピア

地元選手紹介
101期�泉谷元樹選手
全日本ジュニアパワーリフティング選手
権優勝の経歴を持つ泉谷選手。そこで
鍛えた強靭な筋肉をいかし、競輪界で
の飛躍が期待されています。徹底して先
行するレース運びと、自慢の機動力を
武器に果敢な走りを見せ、5年でS級に
昇格。豊橋けいりんを牽引する若手選
手の1人です。

秋の味覚！親子焼き芋体験
たき火で焼き芋にチャレンジ！
火おこし、焼き芋作り、ネイチャーゲーム
を行います。
と き� 11/10㈯9:30～14:00
ところ� 野外教育センター
対 象� 5歳児～中学生と保護者
定 員� 10家族（抽選）
料 金� 1人100円
申込み� 9/4㈫～9/20㈭に少年自然の家

さくらピアをご利用ください
　さくらピアは障害のある方がス
ポーツ教室や講座などのイベントや
遊びなどに参加し、さまざまな人との
繋がりを通じて学んだり、体験したり
することができる施設です。
　相談も行っていますので、お気軽
にご利用ください。

早朝前売� 7:00����開門予定��10:00

秋のネイチャーゲーム体験会
ハイキングやネイチャーゲームなどで秋
の自然を楽しみます。
と き� 11/23㈷10:00～15:00
ところ� 野外教育センター
対 象� 5歳児～中学生と保護者
講 師� とよはしネイチャーゲームの会
定 員� 8家族（抽選）
料 金� 200円
申込み� 9/15㈯～9/30㈰に少年自然の家

障害のある方も、ない方もキノコで元気になりましょう

さくらピア
本田 栄子
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