
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、12/28㈮〜1/3㈭

スタッフの
おすすめ本

「　　　　」＆

＆ さくらピア

12
月

竜巻研究で有名な気象学
者の藤田哲也。彼は多発
する航空機墜落事故の原
因を解明し、空の安全に大
きく貢献しました。本書は、
日米両国の取材を通じ藤
田の人生に初めて迫った
評伝です。

『Mr.トルネード�藤田哲也
世界の空を救った男』

著者：佐々木 健一
文藝春秋 2017.6

ほっとシネマ��in��図書館
映画「ローマの休日」上映
と き�12/16㈰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

絵本から洋書へ！会話へ！
英語多読講演会
と き� 12/22㈯13:30〜15:30
ところ�中央図書館
対 象� 中学生以上
講 師� 酒井邦秀さん

（NPO多言語
多読理事長）

定 員� 50人（先着順）
問合せ� 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・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
12/15㈯15:00 市民文化会館
12/21㈮11:00 南陽地区市民館

12/22㈯11:00 アイプラザ豊橋、
東部地区市民館

1/12㈯10:30 二川地区市民館

図書の年末年始の貸し出しと
返却ポストの閉鎖
12月28日㈮〜1月3日㈭の休館
に伴い、12月14日㈮〜27日㈭
は中央・向山・大清水図書館、石
巻・青陵・南部・二川・北部・牟呂
の各地区市民館、アイプラザ豊
橋、こども未来館の貸出期間を
通常の2週間から3週間に延長し
ます。また、休館中は各図書館、
駅前情報プラザの返却ポストを
閉鎖します。
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問合せ　二川宿本陣資料館 ☎41・8580、
　　　　駒屋 ☎41・6065
休館日　月曜日（12/24㉁を除く）、

12/25㈫、12/29㈯〜1/1㈷

問合せ　☎51・2882　　休館日　月曜日、12/29㈯〜1/3㈭

松尾芭蕉は、名古屋を追
放されて保美の里（現在の
田原市保美町）に隠れ住
んでいた弟子の坪井杜国
を訪ねました。この資料は、
再会できた喜びと、一緒に
散策した伊良湖岬の光景
を詠んだもので、芭蕉の真
筆として大変貴重です。

学芸員の作品紹介

戌年から亥年
干支と新春の遊び展
干支や季節にちなんだ郷土玩具と新春
の遊びを紹介します。
と き	 12/1㈯〜1/14㈷
ギャラリートーク
と き	 12/9㈰、12/19㈬14:00
講 師	 当館学芸員
[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

いいとこ発見！
とよはしカルタ大会
と き	 1/5㈯14:00〜16:00
ところ	 二川宿本陣資料館
対 象	 小学生以上
定 員	 30人（申込順）
申込み	 12/4㈫10:00から二川宿本

陣資料館

和創作・季節の布あそび
お正月飾り和風リース♪
つまみ細工などで屋内に飾るリースを
作ります。
と き	 12/12㈬13:00〜16:00
ところ	 駒屋
定 員	 10人（申込順）
料 金	 3,800円
申込み	 12/4㈫10:00から電話で駒屋

駒屋		駒写☆新成人撮影会
と き	 1 / 1 3 ㈰ ① 1 3 : 3 0 ② 1 4 : 0 0 

③14:30④15:00（各約25分）
対 象	 和装の新成人と家族
定 員	 ①③各2組②④各3組（各申

込順）
料 金	 各3,000円（写真、データ付き）
その他	 写真はホームページなどで使用
申込み	 12/8㈯10:00から電話で駒屋

春の七草を知り寄せ植えをしよう
と き	 12/22㈯10:00〜12:00
ところ	 二川宿本陣資料館
対 象	どなたでも（小学生以下は保

護者同伴）
定 員	 10人（申込順）
料 金	 300円（展示見学の場合は別

途、入館料必要）
申込み	 12/2㈰10:00から電話で二

川宿本陣資料館

駒屋	花宴	柴田綾野展
布花で施設内を正月仕様に飾ります。
と き	 12/16㈰〜1/18㈮
クリスマス飾り作り
と き	 12/18㈫10:00、13:00
定 員	 各10人（申込順）
料 金	 各3,000円
申込み	 12/4㈫10:00から電話で駒屋
コサージュ作り
と き	 1/12㈯10:00、13:00
定 員	 各10人（申込順）
料 金	 各3,000円
申込み	 12/4㈫10:00から電話で駒屋

駒屋であそびん！
小学生かるた大会
と き	 1/12㈯13:30〜15:00
定 員	 20人（申込順）
その他	 参加者、成績優秀者に賞品あり
申込み	 12/7㈮10:00から電話で駒屋

芭蕉筆	梅つばき・いらご崎
句文懐紙と三河の俳人
芭蕉の自筆資料を中心に、三河の俳諧を
紹介します。
と き　12/1㈯〜2/10㈰

コレクション展		民俗資料
鍬
くわ

と鋤
すき

		人と大地を繋ぐ
唐鍬、備中鍬、鋤

じょれん

簾などを紹介します。
と き　12/1㈯〜2/10㈰

芭蕉筆「梅つばき・いらご崎」句文懐紙 1687年
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問合せ　☎21・5525
休館日　水曜日、12/29㈯〜1/1㈷

問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　　休館日　月曜日（12/24㉁を除く）、12/25㈫、12/29㈯〜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。

おはなしおばさんのゆかいな世界展
クリスマスパーティーへようこそ
童話の中のクリスマスパーティーを再現した
展示です。
と き	 12/15㈯〜12/25㈫9:30〜17:00（最

終日は16:00まで）
その他	 12/25㈫14:00におはなし会、14:30

におはなしおばさんとの写真撮影会
を実施

クリスマスライブ	in	ここにこ
クリスマッスル★ダンスパーティー
と き	 12/16㈰14:00
出張！高校生バンドバトル
と き	 12/22㈯18:00
世界の子どもたちのための
クリスマスコンサート
と き	 12/23㈷10:00〜11:00
少年少女合唱団クリスマスコンサート
と き	 12/24㉁14:00〜14:30
うたはクリスマスプレゼント！
と き	 12/25㈫11:00

さらばいぬ年！ワンだふるビンゴ
ビンゴ大会を行います。
と き	 12/27㈭14:00

A4サイズのエレガンスフレーム作り
と き	 12/15㈯、12/22㈯10:00〜12:00、

13:00〜16:00、12/16㈰10:00〜
14:00、15:00〜16:00

定 員	 各150人（先着順）
料 金	 各150円

プラネタリウム冬休み臨時投映
と き 12/26㈬〜1/6㈰
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。投映時

間は各45分。各回に星空解説あり

おはなしおばさん

ワークショップ
ふうせんヘリコプター
空気の力でプロペラを回すヘリコプター
を作ります。
と き	 12/1㈯〜12/24㉁の土・日曜日、

祝・休日11:50
定 員	 各10人（先着順）
料 金 各200円

部分日食観望会
7年ぶりの日食を専用グラスで観察します。
と き	 1/6㈰9:00〜11:30（天候不順の

場合は室内で中継観測）
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	 随時、ホームページで必要事項

を入力

投映スケジュール
時間 番組名
11:00 アンパンマン 星の色と空の色
13:30 ポケモンSM
15:00 ドラえもん

クリスマスのおはなしをぜひ、聞きに来てください。

©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV
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問合せ　☎53・3153 　 53・3200　
休館日　月曜日、祝日　   32402

問合せ　☎21・2301　 　9815

問合せ　☎61・3136

1㈯

2㈰

3㈪
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23㈷
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26㈬

27㈭

28㈮

29㈯

30㈰

31㈪

12月

岐阜
（ＦⅠ）

松阪
（ＦⅠ）

高知
（ＦⅠ）

西日本カップ

静岡
（ＦⅠ）

ガールズグランプリ
ヤンググランプリ
KEIRINグランプリ

久留米
（ＦⅠ）
ナイター

四日市
（ＦⅠ）
ナイター

松戸
（ＦⅠ）

ジャパンカップ

豊橋本場
ＦⅠ

伊東温泉記念
（GⅢ）

広島記念
（GⅢ）

四日市記念
（GⅢ）

佐世保記念
（GⅢ）

お正月イベント
餅まき、お菓子まき
と き	 1/1㈷、1/2㈬
縁日ゲーム
と き	 1/1㈷～1/3㈭
中日ドラゴンズ藤井淳志選手トークショー
と き	 1/3㈭
[共通事項]
その他	 開催時間な 

ど詳細はホー
ムページ参照

早朝前売	 7:00 開門予定	 10:00※30日㈰は9:30

凧と五平餅づくり
炭火で五平餅を焼き、凧を作って表
浜海岸で凧揚げをします。
と き	 1/12㈯9:30～13:00
対 象	 5歳児～中学生と保護者
定 員	 60人（抽選）
料 金	 600円
申込み	 12/1㈯～12/15㈯に少年自

然の家

たき火でGo！寒いけど
温かい鍋料理に挑戦してみよう！
と き	 2/9㈯9:30～14:00
対 象	 5歳児～中学生と保護者
定 員	 8家族（抽選）
料 金	 1人500円
申込み	 12/18㈫～1/8㈫に少年自

然の家

藤井淳志選手

お正月アレンジフラワー
松や千両を使ったアレンジメントを作ります。
と き	 12/27㈭10:00～11:30
講 師	 花の工房ノイ
定 員	 50人（申込順）　料金　1,000円
その他	 手話通訳・要約筆記などあり
申込み	 12/1㈯9:00から、さくらピア

スポレク教室
と き	 1/9㈬、1/23㈬、2/6㈬、

2/20㈬、3/6㈬、3/20㈬（全
6回）10:30～12:00

対 象	 障害者手帳所持者（重度障
害者は介護者同伴）と家族、
友人

講 師	 清水勝之さん（レクリエーショ
ン講師）

定 員	 20人（申込順）
その他	 手話通訳・要約筆記などあり
申込み	 12/1㈯9:00から、さくらピア

テニス教室
と き	 1/20㈰、1/27㈰、2/17㈰、

3/3㈰、3/17㈰、3/31㈰（全
6回）13:00～15:00

対 象	 障害者手帳所持者（重度障
害者は介護者同伴）と家族、
友人

講 師	 小山国昭さん（東三河車い
すテニス同好会）

定 員	 15人（申込順）　料金　500円
その他	 手話通訳・要約筆記などあり
申込み	 12/1㈯9:00から、さくらピア
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