
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

「　　　　」＆

＆

中央図書館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� 10/4～11/8の水曜日（全6回）10:00～

11:30
ところ� 中央図書館
講　師� 道山由美さん（紙芝居文化の会）ほか
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回50円必要）
申込み� 9/18㈷までに直接または電話で中央

図書館
    51164 

９
月

一度の過ちで転落してし
まう人生を描いた作品。
2人の母親を相互に描く
スピード感のある展開に
涙しました。男女のリスク
差、やり直しが難しい社会
など、考えさせられます。

『�朝が来る�』
著者：辻村深月

文藝春秋

おはなしのへや
ボランティアなどによる紙芝居や絵
本の読み聞かせ（下記）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 ところ
10/20㈮11:00 南陽地区市民館
10/28㈯11:00 青陵地区市民館

※時間は各40分

本のリサイクルフェア
図書館で使わなくなった本などを1冊
20円で販売します。
と　き� 9/15㈮9:30～14:00
ところ� 中央図書館
その他� 1人10冊まで。持ち帰り用の

袋は持参
    51169

読書会　三四郎
夏目漱石著「三四郎」の感想を話し合
います。
と　き� 9/24㈰13:30～15:30
ところ� 中央図書館
定　員� 30人（申込順）
申込み� 9/15㈮までに電話で中央図

書館
    51167
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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

ニッポンの写実　そっくりの魔力
「そっくり」をキーワードに、工芸・立
体・絵画・映像作品を約80点展示しま
す。
と　き� 9/30㈯～11/12㈰
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。「松本
零士展」（今号10ページ参
照）の有料チケットを提示す
ると半額で観覧可

＜関連イベント＞
記念講演会　写実とはなんだろう
と　き� 10/28㈯14:00
講　師　野田弘志さん（洋画家）
定　員� 40人（申込順）
申込み　9/5㈫から電話で美術博物館

安藤緑山 「牙
げ

彫
ちょう

　竹の子　豌
えんどう

豆　独
う

活
ど

」　大正時代
清水三年坂美術館蔵

美術博物館
学芸員　丸地　加奈子

歌川広重 「東海道五拾三次之内　二川」 

開館時間を午後7時まで延長します
と　き� 9/2～11/12の金～日曜日、祝日
その他� カフェレストラン「ポール ダール」

は20:00まで営業

特別展示　星野眞吾と高畑郁子
星野眞吾と妻・高畑郁子の作品を13点
展示します。
と　き� 9/17㈰まで

展示室の利用者を募集します
対　象� 来年4～9月に絵画、写真、書などの

作品発表を希望する方
その他� 10/29㈰10:00に抽選で決定。企

画展などで利用できない期間あり
申込み� 10/1㈰～10/11㈬に申込書を美

術博物館※申込書は9/15㈮から
美術博物館、ホームページで配布

館蔵浮世絵展�
二川宿・吉田宿の風景
歌川広重や葛飾北斎などが描いた
豊橋の風景を展示します。
と　き� 9/2㈯～9/24㈰9:00～17:00

（入館は16:30まで）
＜関連イベント＞�　ギャラリートーク
と　き� 9/9㈯、9/13㈬14:00
講　師� 当館学芸員
［共通事項］
ところ� 二川宿本陣資料館
　  51105

二川浪漫・祝ご長寿！敬老写真展
駒写☆敬老撮影会（本紙4月15日号
6ページ参照）の写真を展示します。
と　き� 9/18㈷まで
ところ� 駒屋
    51022

和創作・季節の布遊び
重陽の節句・かわいい高砂人形づくり♪
着物地でおじいさん、おばあさんの
人形を作ります。
と　き� 9/13㈬13:00～16:00
ところ� 駒屋
定　員� 10人（申込順）
料　金� 3,800円
申込み� 9/1㈮10:00から電話で駒屋
    51022

二川宿本陣まつり　菊の節句　重陽
菊のきせ綿、オカヅラ人形などを展示
します。
と　き� 9/1㈮～9/10㈰9:00～17:00（最

終日は16:00まで）
＜関連イベント＞
菊の節句　折り紙教室
と　き� 9/9㈯10:00～15:00
講　師� 楽しい折り紙の会
［共通事項］
ところ� 二川宿本陣資料館
　 　 51069

本物そっくりなこの野菜たちは、何と
象
ぞう

牙
げ

でできています。竹の子の皮の
うぶ毛さえも再現する安藤緑山の卓
越した技術には、誰もが驚嘆するこ
とでしょう。
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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。

親子で楽しむキャンプ展
料理や遊びなど、キャンプを楽しむ方
法を紹介します。
と　き� 9/30㈯、10/1㈰9:30～17:00

おはなしのへや
ボランティアなどによる紙芝居や絵本
の読み聞かせを行います。
と　き� 9/9㈯14:00～14:30

ここにこ工作教室
プラ板ストラップ
と　き� 9/9㈯10:00～15:00
立体切り絵
と　き� 9/23㈷10:00～15:00

はたらく車集合
車に乗ったり、一緒に写真を撮ったり
できます。
と　き� 9/9㈯、9/10㈰9:30～16:00

ワークショップ
めざせバルーンアートの達人（中級編）
動物や人気キャラクターを作ります。
と　き� ①10/14㈯、11/4㈯、11/18

㈯、12/2㈯②10/15㈰、11/5
㈰、11/19㈰、12/3㈰（各全4
回）13:30～15:00

定　員� 各10人（申込順）
料　金� 各2,000円
申込み� 9/23㈷から電話で視聴覚教

育センター

秋の星空観望会
月や土星の環

わ
を望遠鏡で観察します。

と　き� 10/28㈯17:30～19:00（天候不順の場合
は10/29㈰に順延）

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）
その他� 順延・中止のお知らせは当日16:00以降に

ホームページに掲載
申込み� 9/30㈯から電話で視聴覚教育センター

電気工作クラブ　A
アルデュイーノ
rduinoマイコン初級

センサーを使って自律ロボットを作ります。
と　き 9/30㈯、10/28㈯、11/11㈯、11/25㈯、12/9

㈯、来年1/20㈯（全6回）13:30～15:00
対　象 小学生以上（1・2年生は保護者同伴）
定　員 12人（抽選）　料金　3,000円
持ち物 ノートパソコン（Windows7以上）
申込み 9/15㈮（必着）までに返信先明記の往復

はがき（1 枚につき1 人）で講座名、氏名、
学校、学年、電話番号を視聴覚教育セン
ター（〒441-3147大岩町字火打坂19-16）

名古屋大学出前授業　重力波で見る宇宙
ブラックホールから宇宙の始まりまで
と　き� 10/15㈰13:30～15:00
講　師� 黒柳幸子さん（名古屋大学大

学院理学研究科特任助教）
定　員� 40人（申込順）
申込み� 9/16㈯から電話で視聴覚教

育センター

おもしろサイエンスの日
ゴムで遊ぼう
糸巻き戦車やタケコプターな
どを作ります。
と　き� 9/24㈰13:00～15:00

（随時参加可）

Courtesy Caltech/MIT/LIGO 
Laboratory

糸巻き戦車

立体切り絵（作品例）
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問合せ　☎61・5818　休館日　月曜日

問合せ　☎21・2301　 　9815

問合せ　☎61・3136 敬老の日とくべつプログラム�
じーじとばーばへぶどうのカードを作ろう
エコキャップタンポでメッセージカードを作
ります。
と　き� 9/17㈰、9/18㈷9:00～16:30
定　員� 各50人（先着順）

9月の豊橋競輪は熱い！！
　9月に3回実施する本場開催では、選
手たちの白熱したレースをその目で観
戦できる絶好のチャンスです。また、特
別観覧席の入場者先着75人にスポー
ツ紙の無料配布をするほか、9月14日
㈭・22日㈮・30日㈯には現金が当たる
抽選会を行います。

親子ウォークラリー　高塚緑地を探検し芋煮を食べよう！
と　き� 10/28㈯9:30～14:00
対　象� 5歳児～中学生と保護者（市内

在住の方優先）
定　員� 60人（抽選）
料　金� 1人600円
その他� 詳細はホームページ参照
申込み� 9/8㈮～9/22㈮に電話で少年自

然の家

おやこの広場　初めてのお裁縫
針と糸でポケットティッシュケース
を作ります。
と　き� 9/9㈯11:00～12:00

早朝前売� 7:00
開門予定� 10:00
お知らせ�インターネットライブ中継

なかよし広場
歌にあわせて親子で体を動かし
て遊びます。
と　き� 9/14㈭10:00、11:00

8/31㈭
9/1㈮

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㈯
10/1㈰

9月

地元選手の雄姿と鍛え抜

かれた太ももを、ぜひ見

に来てください。

キャンプスタッフ講習会
テントの設営方法や野外炊
事などを学びます。
と　き� 10/14㈯13:00～

10/15㈰12:00※1泊
2日

対　象� 18歳以上の方
講　師� キャンプディレクター
定　員� 20人（申込順）
料　金� 2,000円
申込み� 9/10㈰から電話で少

年自然の家

豊橋出身の金子貴志選手

弥彦
（F Ⅰ関東

カップ）
防府

（F Ⅰ）

豊橋本場F Ⅰ

豊橋本場F Ⅰ

豊橋本場
F Ⅱ

共同通信社杯
武雄（G Ⅱ）

京都向日町記念
（G Ⅲ）

岐阜記念
（G Ⅲ）

青森記念
（G Ⅲ）

松戸記念
（G Ⅲ）

防府（F Ⅰ）

前橋
（F Ⅰ）
ナイター

佐世保
（F Ⅰ）
ナイター

いわき平
（F Ⅰ）
ナイター

小倉
（F Ⅰ）
ナイター

少年自然の家
小原　章

スタッフコラム
少年自然の家は森の生き物がいっぱいです
この時期、少年自然の家に一歩足を踏み
入れると、「タ！タ！タ！タ！」と機械的な音が
聞こえてきます。正体はキツツキの仲間ア
オゲラの鳴き声です。
周辺の森には食べ物
が豊富にあり、多くの
生き物が住んでいま
す。そんな生き物の生
活音を耳で感じるこ
とができます。
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