
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、まちなか図書館☎21･5518

休館日　�月曜日（まちなか図書館を除く）、第4金曜日

公共施設で開催するイベントなどを紹介します。 
※一部のイベントを「子育て情報ステーション」、「暮らし情報」に掲載しています。

スタッフの
おすすめ本 2

月

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楽し
めます。
対 象�小学生以下と保護者
その他� 中央・大清水・まちなか図書館でも開催。

日程など詳細は図書館ホームページ参照
問合せ� 中央図書館

最大の特徴は、ライダーが実際
に現地を走って取材したコメン
ト情報。観光・飲食や宿泊、豆知
識など多種多様で想像をかき
立てるものばかりです。連動し
たアプリを併用すれば、より便
利に。この一冊をお供に、旅に
出かけてみてはいかがですか。

『2022�ツーリング
マップル�中部北陸』

昭文社 2022.3

とき（各30分） ところ
2/4㈯11:00 前芝校区市民館
2/18㈯11:00 東陵地区市民館
2/18㈯15:00 市民文化会館
2/24㈮11:00 南陽地区市民館
2/25㈯11:00 青陵地区市民館

図書館資料展ふるさと探訪
若き家康�奮闘の軌跡
重臣酒井忠次・東三河の国衆と過ごした日々
徳川家康が乗り越えた試練や下した決断を紹介します。
と き 3/19㈰まで
シンポジウム
戦国時代の豊橋�国衆から徳川家康・酒井忠次へ
と き 3/5㈰13:30～16:30
出 演 山田邦明（愛知大学教授）、久保田昌希（駒澤大学名

誉教授）、菅原義勝（致道博物館学芸員）
定 員 80人（申込順）
申込み 3/1㈬までに中央図書館※図書館ホームページか

らも申し込み可
［共通事項］
ところ 中央図書館
問合せ 中央図書館

うれしいな♪ひなまつり！
ひなまつりにちなんだ本を紹介します。
と き 3/3㈮まで　ところ  中央図書館
その他 ひな人形を同時展示　問合せ  中央図書館

二川宿本陣資料館連携企画�
おひなさま出張展示
御
ご て ん

殿飾りや土
つちびな

雛など、さまざまなひな人形を観覧できます。
と き 2/18㈯～3/6㈪
ところ まちなか図書館
問合せ まちなか図書館

徳川家康肖像（宝台院提供）
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問合せ　☎61・5818　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

おひめさま、おとのさまになろう
内
だ い り び な

裏雛の衣装を着て、写真が撮れます。
と き� 2/4～3/12の土・日曜日、祝日

（2/19㈰、2/23㈷、3/4㈯を除く）
9:00～11:00、13:30～15:30

ところ 二川宿本陣資料館
対 象 身長90～140cmの方
料 金� 無料（入館料必要）
問合せ 二川宿本陣資料館

和菓子作り体験講座�生八ツ橋
と き� 2/17㈮13:30～16:00
ところ 駒屋
定 員 12人（申込順）
料 金� 1,000円
申込み 2/4㈯10:00から駒屋

マタニティーコンサート
と き� 3/3㈮10:30～11:00
対 象� 妊娠中の方
出 演� ヴァリストゥルメン

ティ
定 員� 15人（申込順）
申込み� 2/2㈭から交通児

童館

バレンタイン企画�きゅんバッグ♡
折り畳むとハートの形になる入れ物を作ります。
と き� 2/11㈷、2/12㈰9:00～16:30
対 象� 18歳未満の方（未就学児は保護者同伴）
定 員 各30人（先着順）

駒屋の春蔵展�
じゃぽねすく�和洋折衷着物世界
着物を中心に春の衣装を観覧できます。
と き� 2/11㈷～3/5㈰
問合せ 駒屋

駒屋のひなまつり�福よせ雛
びな

豊橋ゆかりの人物などを再現したひな人形を観覧でき
ます。
と き� 3/26㈰まで
問合せ 駒屋

ゆらゆらひなまつり
揺らして遊べるおひなさま
を作ります。
と き� 2/25㈯、2/26㈰

9:00～16:30
対 象� 18歳未満の方（未就

学児は保護者同伴）
定 員� 各20人（先着順）

二川宿本陣�ひなまつり
各時代の内

だ い り
裏雛

びな
や御

ご て ん
殿飾り、つるし飾り

を鑑賞できます。
と き� 3/12㈰まで
おひなさまと武者人形�柴田コレクション
ひな人形や武者人形、土人形を鑑賞でき
ます。
と き� 3/12㈰まで
ひなあられプレゼント
と き� 2/19㈰9:00　対象  中学生以下　定員  300人（先着順）
雅楽の演奏会
と き� 2/23㈷13:30　出演  雅楽二重奏 菊理
［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
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問合せ　☎21・5525
休館日　��水曜日

星を見る会
月や冬の星座などを観察します。
と　き� 3/4㈯18:00～19:00　
対 象� どなたでも（中学生以下

は保護者同伴）
定 員� 40人（抽選）
申込み� 2/17㈮までに視聴覚教

育センターホームページ
で必要事項を入力

ここにこ手づくり市
手づくり作家から財布などのオリジナル作品を購入
できます。
と き� 2/25㈯、2/26㈰

9:30～17:00

いきものだもの展
イラストレーター・いきものだもの
さんの作品を鑑賞できます。
と き� 2/4㈯～2/19㈰9:30～

17:00

進級おめでとう！新学期準備マーケット
マスクやランドセルカバー、箸袋などの手作り雑貨を
購入できます。
と き� 2/5㈰10:00～16:00
その他� キッチンカーの出店あり

南壽あさ子�絵本読み聞かせ+ミニライブ
と き� 2/18㈯11:00～11:30
出 演� 南壽あさ子（シンガーソング

ライター）
その他� 2/18㈯15:00～15:30に、

まちなか図書館でも開催

����������������問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　休館日　月曜日

ちょこっとラボ�スカイスクリュー
まっすぐ上に飛ぶ飛行機を作って、実験します。
と き� 2/4～2/26の土・日曜日、

祝日11:10
料 金� 各100円

ここにこ場所
子どもたちによる相撲の取組を観覧
できます。
と き� 2/19㈰12:00～15:00

プラネタリウム臨時投映�
宇宙のオアシスを探して
葉加瀬太郎の音楽と、迫力の宇宙の映像美を感じ
られます。
と き� 2/15㈬～2/17㈮11:00～11:45
料 金� 大人各300円、中学生以下各100円
その他� 投映開始後の入場不可

つくってあそぼう工作の日
かざぐるまやブーメラン飛行機などの工作を楽し
めます。
と き� 2/19㈰13:00～15:00
料 金� 100～2,200円
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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㈫   

2月
岐阜
（ＦⅠ）
in豊橋

豊橋
(FⅠ)

静岡記念
（ＧⅢ）

奈良記念
(GⅢ)

宇都宮
(FⅠ)

岸和田
（ＦⅠ）

小松島
(FⅠ)

別府
(FⅠ)

立川
（ＦⅠ）

高知
全日本選抜
（GⅠ）

伊東温泉
（GⅢ）

施設整備競輪

玉野
（FⅠ）

西日本カップ

松山
(FⅠ)

ナイター

松戸
(FⅠ)

ナイター

前橋
(FⅠ)

ナイター

佐世保
(FⅠ)

ナイター

小倉
(FⅠ)

ナイター

豊橋
(FⅡ)
ナイター

四日市
(FⅠ)

ナイター

京王閣
(FⅠ)

ナイター

大垣
（ＦⅠ）

松戸
（ＦⅠ）JC

伊東温泉
(FⅠ)

春のアウトドアパンづくり体験
ダッチオーブンを使いコーンパンなど
を作ります。
と き� 3/25㈯9:30～14:00
対 象� 年中児～中学生と保護者
講 師� 中野恵子さん（HAPPYBRAED）
定 員� 8家族（抽選）
料 金 1家族3,000円
申込み 2/1㈬～2/15㈬に電話で少年

自然の家

少年自然の家・野外教育センター�
インスタグラムで情報を発信しています
イベント情報や講座のようすなどを発信して
います。

3.11を忘れない集い
障害者の避難と、車中泊での工夫を考え
ます。
と き� 3/11㈯10:00～12:00 
講 師� 山下徹さん（豊橋障害者（児）団

体連合協議会会長）
定 員� 30人（申込順）

あんしんあんぜんなまちづくりイベント
スーパーカー・パトカーなどの展示
や、ストラップづくりを楽しめます。
と き� 2/19㈰10:00～15:00
その他� キッチンカーやハンドメイド

ショップの出店あり。イベント
内容など詳細は豊橋競輪場
ホームページを参照

寄せ植え講座
季節の花苗を使った寄せ植えを作ります。
と き� 3/15㈬13:30～14:30
講 師� 越替道子さん（イノチオホールディン

グス㈱）
定 員� 20人（申込順）
料 金� 1,500円
その他� 完成作品は3/18㈯～3/26㈰に春こ

いまつりで展示

問合せ　☎53・3153　  53・3200　  32402
休館日　月曜日、祝日　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

問合せ　☎21・2301　 　9815
休館日　月曜日

アカウント名
Toyohashi_outdoor早朝発売�7:30���開門予定�10:00
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