
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＆

ほっとシネマ�in�図書館
映画「ねぼけ」を上映します。
と き�3/16㈯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

3
月

ニュージーランドの子育て支援
施設に伝わる詩を日本語に翻
訳した一冊です。泣き止まない
赤ちゃんと、たまる家事に疲れて
いる親御さん。あれもこれもやっ
ていないと思わないで。赤ちゃ
んにとって一番大切なことをして
いたと気付き、励まされますよ。

『今日』
訳：伊藤 比呂美　画：下田 昌克

福音館書店 2013.2

豊橋での創業・SB（ソーシャルビジネス）を
応援します
創業や社会的課題の解決を目指す事業について
の展示や相談を行います。
と き�3/23㈯～4/7㈰
その他�先着30人に創業・SBに関する冊子を進呈
日本政策金融公庫職員などによる個別相談会
と き�3/26㈫、3/28㈭、4/2㈫、4/4㈭16:00～

19:00（1組60分程度）
申込み�各前日16:00までに日本政策金融公庫（☎

52・3191）
[共通事項]
ところ�中央図書館　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
3/16㈯15:00 市民文化会館

3/23㈯11:00 青陵地区市民館、
アイプラザ豊橋

春休みに向けた
激安旅鉄プランづくり
①講義と、②ワークショップで旅行
プランの作り方を学びます。
と き�3/10㈰①13:30～14:20

②14:20～16:00
ところ�中央図書館
講 師�武田幸司さん（旅鉄プラン

ナー）
定 員�①50人②24人（各先着順。

②は①の参加者優先）
問合せ�中央図書館
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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　 

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 3/9㈯～3/30㈯9:00～

17:00（初日は13:00から、
最終日は13:00まで）

ところ 駒屋

ゲルハルト・リヒター「フィレンツェ」2000年
ⓒGerhard Richter,courtesy of WAKO 
WORKS OF ART

駒屋��草田かしす＆永田煙草
めおと展Ⅴ
書道と篆刻の作品を紹介します。
と き 3/17㈰～4/14㈰（最終日は15:00まで）
一文字篆刻とデザイン花押体験♪
と き 3/24㈰9:30～12:30、13:30～16:30
定 員 各10人（申込順）　料金　各3,000円
申込み 3/6㈬10:00から電話で駒屋

吉田天王社と神主石田家�
ギャラリートーク
現吉田神社の歴史と文化財を紹介し
ます。
と き� 3/16㈯、3/23㈯14:00
講 師� 当館学芸員
料 金� 無料（観覧料必要）

国立国際美術館コレクション
美術のみかた�自由自在
と き� 3/24㈰まで

獅子 鎌倉時代 吉田神社蔵

二川宿本陣まつり��ひなまつり�
各種イベント
つるし飾りの会�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� 3/10㈰まで
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

ドイツを代表する現代作家の
リヒターは、写真や抽象絵画で
知られていますが、本作はそれら
を統合したシリーズの1点です。
風景写真に油絵の具が大胆に塗
られて視界が遮られ、「みるこ
と」について揺さぶりをかける作
品と言えます。

学芸員の作品紹介

大人の寺子屋��
楽しく学んで、美味しく食べよう
江戸時代のファッションについて学び、学校
給食を食べます。
と き 3/14㈭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 3/1㈮10:00～3/6㈬17:00に電話で

駒屋

駒屋��季節の煎茶体験
と き 3/17㈰10:00～15:00
料 金 400円

ばぁばのランチ
東三河の旬の食材を使った食事
を楽しみます。
と き 3/15㈮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 3/3㈰10:00から電話で

駒屋
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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（3/29、4/3を除く）

子育てプラザ（0～3歳児）の情報は今号
26ページの「パパママ」に掲載しています。

ココにコロコロ！�玉あそびまつり
ビー玉やボールなどの玉を使って
遊びます。
と き� 3/25㈪～3/29㈮10:00～16:00

みんなピッカピカの一年生
大正時代から現代まで続く学年誌
や付録を展示します。
と き� 3/16㈯～4/7㈰9:30～17:00

春のなぞにこ��ニコリンをさがせ！
館内で謎解きゲームをします。
と き� 3/9㈯、3/10㈰、3/23㈯～3/29㈮

11:00～12:00、13:00～15:00

テーブルシアター
三びきのやぎのがらがらどん
演奏や芝居で絵本の世界を表現し
ます。
と き� 3/30㈯11:30、14:30
出 演 永井健二、三島景太、吉見亮

ミニワークショップ
科学マジック��ペーパークラフト
板チョコの数が変化する不思議な
ペーパークラフトを作ります。
と き 3/2㈯～3/24㈰の土・日曜

日、祝日11:50

豊橋技術科学大学出前授業
視線と脳波で遊ぼう
脳波や眼球運動を使ったゲームをします。
と き� 3/10㈰13:30～14:30
対 象� 小学生（保護者の同伴可）
講 師� 南哲人さん（情報・知能工学系准

教授）
電気のふしぎ��べんりとふべん
人類が電気を必要とする理由を考えます。
と き� 3/24㈰13:30～15:00
講 師� 滝川浩史さん（電気・電子情報工

学系教授）
[共通事項]
定 員� 各40人（申込順）
申込み� 視聴覚教育センターホームページ

で必要事項を入力

企画展��電気のふしぎ
静電気やワイヤレス通信などにつ
いて実験を通じて学びます。
と き� 3/16㈯～9/1㈰

おもしろサイエンスの日
空を飛ぶもので遊ぼう
ブーメランや風船ロケット、割り箸
飛行機などを作ります。
と き� 3/17㈰13:00～15:00（随

時、参加可）
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問合せ　☎53・3153  53・3200　 32402
休館日　月曜日、祝日

問合せ　☎21・2301　 　9815

問合せ　☎61・3136
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四日市
（ＦⅠ）
ナイター

卓球教室
と き� 4/14㈰、4/21㈰、4/28㈰、5/12㈰、

6/9㈰、6/23㈰（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� 伊藤幹夫さん（豊橋卓球協会）
定 員� 20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� 3/1㈮9:00から、さくらピア

バンクに”おいDAY”＆
豊橋けいりんマルシェ
バンク走行体験、地元選手による模擬
レースなどを楽しめます。
と き� 3/17㈰9:30～15:00
バンクに“おいDAY”
時 間� 9:30～11:30
持ち物� バンク走行体験の参加希望者

は自転車、ヘルメット、運動靴

ファミリーキャンプデー＆覚えようキャンプ術
キャンプの楽しみ方ワン！�ツー！�スリー！
キャンプの始め方を基礎から学びます。
と き� 5/2㉁13:00～5/3㈷12:00、

5/4㈷13:00～5/5㈷12:00
※各1泊2日

対 象� 5歳児～中学生と保護者
定 員� 各10家族（抽選）
料 金� 各1人3,000円程度
申込み� 3/9㈯から少年自然の家

機能訓練事業
理学療法士による運動指導
と き� 4月～来年3月の第1土曜

日13:30～17:00
動作法による訓練
と き� 4月～来年3月の第4土曜

日9:30～11:30
[共通事項]
対 象� 市内在住の障害者手帳所

持者と家族、介護者
申込み� 3/1㈮9:00から、さくらピア

早朝前売� 7:00����開門予定��10:00

春休みお楽しみ映画会
1室貸し切りで映画「ドラえもん  のび
太の月面探査記」を鑑賞します。
と き� 3/28㈭10:00～12:00
ところ� ユナイテッド・シネマ豊橋18
対 象� 障害者手帳を所持する小学

生～高校生と家族、付添者
定 員� 100人（申込順）
料 金� 1人500円
チケット� 3/1㈮～3/27㈬に、さくら

ピア

春のネイチャーゲーム体験会
自然の中でカモフラージュしてみよう！
自然の中に目立たないように置かれ
た人工物を探します。
と き� 4/30㉁10:00～15:00
対 象� 5歳児～中学生と保護者
定 員� 10家族（抽選）
料 金� 1人200円
申込み� 3/9㈯から少年自然の家
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