
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＆

2
月

3世紀もの間、証明が不可
能だった数学史上最難問
に挑んだ学者たちを描い
たドラマです。解読への最
後の鍵を握っていたのは、
なんと日本人学者。数学が
苦手な人も分かりやすく、
数学の歴史を楽しめます。

『フェルマーの最終定理』
著者：サイモン・シン　訳：青木 薫

新潮社 2006.6

読み聞かせをする人のための
講演会��絵本＆遊び歌
と き�2/24㈰10:00～11:30
ところ�中央図書館
講 師�伊藤義明さん（花のき

村店主）
定 員� 100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

2/16㈯11:00 アイプラザ豊橋、
東陵地区市民館

2/16㈯15:00 市民文化会館
2/23㈯11:00 青陵地区市民館
3/9㈯10:30 二川地区市民館
3/15㈮11:00 南陽地区市民館

読書会��深い河
遠藤周作著「深い河」の感想を
参加者同士で話し合います。
と き�2/24㈰13:30～15:30
ところ�中央図書館
定 員� 30人（申込順）
申込み� 2/15㈮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@library.
toyohashi.aichi.jp）

図書館資料展��ふるさと探訪
続・ふるさと城めぐり
東海地方の城・御殿などを紹介します。
と き�2/9㈯～3/17㈰
＜関連イベント��城は楽しい＞
講演会や長篠・設楽原忍者隊の演舞などを行い
ます。
と き�2/23㈯13:30～15:50
講 師�加藤理文さん（日本城郭協会理事）ほか
定 員� 150人（申込順）
申込み�直接または電話で中央図書館
[共通事項]
ところ�中央図書館

16



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

ポール・セザンヌ「宴の準備」1890年頃

駒屋��二川浪漫
七五三写真展
と き� 2/2㈯～2/23㈯9:00～

17:00（初日は13:00
から、最終日は15:00
まで）

駒屋の春蔵��優雅
飾り帯、書などを展示します。
と き� 2/16㈯～3/14㈭9:00～

17:00（最終日は15:00まで）

吉田天王社と神主石田家展
現吉田神社の歴史と文化財を紹介します。
と き� 2/19㈫～3/24㈰
観覧料� 一般400（300）円、小学生～高校生200

（100）円※（  ）は前売り・団体料金
講演会��戦国時代の吉田天王社と石田家
と き� 2/23㈯14:00
講 師� 山田邦明さん（愛知大学教授）
定 員� 80人（先着順）
体験教室�ミニ手筒花火を作ろう
と き� 3/9㈯、3/10㈰14:00
対 象� 小・中学生（小学生は保護者同伴）
講 師� 豊橋祇園祭奉賛会
定 員� 各20人（申込順）　料金　各300円
申込み� 2/5㈫9:00から電話で美術博物館

国立国際美術館コレクション
美術のみかた��自由自在
ピカソや奈良美智など現代美術
の名品を紹介します。
と き� 2/16㈯～3/24㈰
観覧料� 一般1,000（800）円、小

学生～高校生400（300）
円※(  )内は前売り・団体
料金

記念講演会��見ることをめぐって
と き� 2/16㈯14:00
講 師� 山梨俊夫さん（国立国際美術館館長）
定 員� 80人（先着順）
キュレータートーク
と き� 3/2㈯14:00
講 師� 福元崇志さん（国立国際美術館研究員）
料 金� 無料（観覧料必要）

畑在周「吉田神社旧式
祭礼図絵馬（部分）」明治
23年吉田神社蔵

二川宿本陣資料館
二川宿本陣まつり��ひなまつり
内
だ い り び な

裏雛や御殿飾り、つるし飾りな
どを展示します。
と き� 3/10㈰まで
おひめさま、おとのさまになろう
内裏雛の衣装を着て写真が撮れ
ます。
と き� 2/2㈯、2/9㈯～2/11㈷、

2/16㈯、2/17㈰、2/23㈯、
3/3㈰、3/9㈯9:00～11:00、
13:30～15:30

対 象� 身長90～140cmの女の子、
身長95～130cmの男の子

ひなあられプレゼント
二川宿本陣まつり 大名行列の雅
姫・琴姫がプレゼントします。
と き� 2/24㈰10:00
対 象� 中学生以下
定 員� 300人（先着順）
その他� 高校生以下は入館料無料
［共通事項］
料 金� 無料（入館料必要）
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問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　　休館日　月曜日

問合せ　☎21・5525
休館日　水曜日

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。

スイーツマグネットを作ろう！
フェルトでかたどったスイーツの
マグネットを2個作ります。
と き� 2/9㈯、2/10㈰10:00～

12:00、13:00～16:00
定 員� 各100人（先着順）
料 金� 各100円

ここにこ手づくり市
陶器や雑貨、木のおもちゃなどを購
入できます。
と き� 3/2㈯、3/3㈰9:30～17:00

こども未来館相撲大会
ここにこ場所の観戦
年長児～小学3年生の取り組みを
観戦できます。
と き� 2/24㈰12:00～16:00

ここにこ劇場��人形劇団むすび座
こぶじっさ、あそんジャOH!
と き� 2/23㈯11:00～12:00
対 象� 小学3年生以下と保護者
定 員� 150人（先着順。当日10:00

から整理券を配布）

ミニワークショップ�
空気砲
ペットボトル内の空気を発射し、空気の
形や動き方を観察します。
と き 2/2㈯～2/23㈯の土・日曜日、

祝日11:50
定 員 各10人（先着順）

おもしろサイエンスの日
熱と化学で遊ぼう
電池の実験や、スライム・食品ト
レーを使ったエコしおりを作ります。
と き 2/24㈰13:00～15:00

（随時参加可）

プラネタリウムの�
投映休止と新番組の投映
投映休止
と き 2/26㈫～3/1㈮
新番組の投映
と き 3/2㈯～7/7㈰
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

冬の星空観望会
冬の一等星やすばるなどを観察します。
と き� 3/9㈯（雨天・曇天順延3/10㈰）

18:30～20:00
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
火～金曜日
時間 番組名
15:00 Feel the Earth Music by 

葉加瀬太郎
土・日曜日、祝日
時間 番組名
11:00 ドラえもん 宇宙ふしぎ大探検3
13:30 地球外生命を求めて
15:00 ポケモン サン＆ムーン
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問合せ　☎53・3153  53・3200　 32402
休館日　月曜日、祝日、2/12㈫

問合せ　☎21・2301　 　9815

問合せ　☎61・3136

1㈮

2㈯

3㈰

4㈪
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6㈬

7㈭
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11㈷

12㈫
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25㈪

26㈫

27㈬
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3/1㈮

2月

川崎
（ＦⅠ）

ジャパンカップ
大垣

（ＦⅠ）

千葉
（ＦⅠ）
in松戸

大宮
（ＦⅠ）

大垣
（ＦⅠ）

熊本
（ＦⅠ）

in久留米

小倉
（ＦⅠ）
ナイター

西武園
（ＦⅠ）
ナイター

松山
（ＦⅠ）
ナイター

伊東温泉
（ＦⅠ）
ナイター

豊橋本場
（ＦⅡ）
ナイター

玉野記念
（GⅢ）

静岡記念
（GⅢ）

奈良記念
（GⅢ）

高松記念
（GⅢ）

別府
全日本選抜

（GⅠ）

さくらカフェ��海外へ飛び出そう
お茶を飲みながらアメリカの文化などを
学びます。
と き� 2/13㈬13:30～15:00
講 師� ザボニック・キーリー（国際交流員）
定 員� 30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� 2/1㈮9:00から、さくらピア

地元選手紹介�110期
中嶋里美選手
23歳の時、会社員から転身し、T-GUP

（豊橋ガールズケイリン育成プロジェ
クト）に参加。厳しい訓練を乗り越え、平
成28年に競輪選手となりました。師匠
の山田二三補選手から指導を受けると
ともに、同期の仲間たちと切磋琢磨し、
昨年11月の西武園競輪（FⅡ）では初優
勝を飾りました。年々、力をつけている
中嶋選手のさらなる活躍が期待されます。

春休みファミリーキャンプデー
アウトドアでおやつ作り
①バウムクーヘン、②スコーンを作ります。
と き� ①3/27㈬②3/28㈭10:00～

15:00
対 象� 5歳児～中学生と保護者
定 員� 各8家族（申込順）
料 金� 各1,000円程度
申込み� 2/6㈬から少年自然の家

寄せ植え講座
季節の花を使った寄せ植えを作
ります。
と き� 3/19㈫10:30～11:30
講 師� マルシェ＆カフェはなやさい
定 員� 20人（申込順）
料 金� 1,500円
その他� 手話通訳・要約筆記など

あり
申込み� 2/1㈮9:00から、さくらピア

早朝前売� 7:00����開門予定��10:00

春こいまつり
施設利用者の活動発表、東北応
援バザーなどを行います。
と き� 3/24㈰10:00～15:00

春のネイチャーゲーム体験会
ミクロハイク
虫眼鏡を使って、春の草花や生き物を探
します。
と き� 3/30㈯10:00～15:00
対 象� 5歳児～中学生と保護者
定 員� 10家族（申込順）
料 金� 1人200円
申込み� 2/6㈬から少年自然の家
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