
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

「　　　　」＆

＆

図書館フェスタ
と　き� 11/25㈯～12/3㈰　ところ　中央図書館
その他 販売のためのリサイクル本、イベントを

サポートするボランティアを募集。詳細
はホームページ参照

＜関連イベント　高校演劇公演＞
と　き 11/11㈯～12/2㈯
出　演 豊橋中央・桜丘・時習館・豊橋東・豊橋

南高等学校
［共通事項］問合せ　中央図書館
主なイベント
 

11
月

「行成はモテ系」など酒井
節を楽しみつつ、能書家
の心象や歴史背景が学
べます。そういえば、墨の
香りが好きでしたと思え
る1冊です。再び筆をとっ
てみませんか。

『�字を書く女　中年書道再入門�』
著者：酒井順子

芸術新聞社　2016.7

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（各40分） ところ
12/9㈯10:30 石巻地区市民館

12/9㈯11:00 南部地区市民館、
中部地区市民館

とき 内容
12/2㈯ リサイクル本チャリティー販売

12/3㈰
「野ブタ。をプロデュース」著者白岩玄
さん講演会
山内智之さん（田代ひ尿器科院長）講演会

初心者のための
英語多読講演会
たくさん読んで英語を吸収する「英
語多読」の始め方を学びます。
と　き� 12/24㈰10:00～12:00
ところ� 中央図書館
対　象� 中学生以上
講　師� 西澤一さん（豊田工業高

等専門学校教授）
定　員� 50人（申込順）
申込み� 12/6㈬までに直接または

電話で中央図書館

明治の冒険家
中村直吉展
世界一周を旅した
豊橋出身の中村直
吉の生涯を著書な
どで紹介します。
と　き� 11/3㈷～
 12/24㈰
ところ� 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　   52574

豊橋の寺子屋展
江戸～明治初期の教科書や習字作品などを紹介します。
と　き	 11/3㈷～12/3㈰
＜関連イベント＞
講演会　寺子屋と学校
と　き　11/12㈰14:00
講　師　山澄和彦さん（浄慈院住職）ほか
定　員　80人（先着順）
ギャラリートーク
と　き　11/18㈯、12/3㈰14:00
講　師	 当館学芸員

「一掃百態図」　渡辺崋山　文政元（1818）年
田原市博物館蔵　重要文化財

平井稲荷山貝塚出土の土偶
（豊川市教育委員会蔵）

黒鬼の張り子面

常設展
鬼祭の張り子面（民俗資料）
面型と張り子面を紹介します。
と　き	 11/3㈷～来年1/21㈰

東海大土偶展　関連イベント
とよはし歴史座　土偶を語ろう
講演、講師と譽田亜紀子さん（土偶女子）の対談です。　
と　き	 11/11㈯14:00
講　師	 伊藤正人さん（名古屋市教育委員会）
定　員	 100人（先着順）
学芸員によるギャラリートーク
と　き	 11/18㈯10:30、14:00
［共通事項］
問合せ	 文化財センター（☎56・6060）

木下翔平・木下友梨奈
津軽三味線ライブ
クリスマスにちなんだ曲を中心に演奏し
ます。
と　き	 12/3㈰10:00～12:00、13:30～

15:30
ところ	 駒屋
対　象	 小学生以上
定　員	 各25人（申込順）
料　金	 各2,500円（軽食、飲み物付き）
申込み 11/4㈯10:00から駒屋

市田柿で干し柿をつくろう
と　き	 11/11㈯10:00～12:00
ところ	 駒屋
定　員	 30人（申込順）
料　金	 2,500円
持ち物	 ピーラー（皮むき器）
その他	 駒屋で2週間干した後に各自引き取

り。柿の成長により日程の変更あり
申込み	 11/4㈯10:00から電話で駒屋

和創作・季節の布あそび
ちりめんで赤鼻トナカイとサンタ
クロースを作ります。
と　き	 11/15㈬13:00～16:00
ところ	 駒屋
定　員	 10人（申込順）
料　金	 3,500円
申込み	 11/4㈯10:00から電話で

駒屋

お風呂でアロマ☆
バスボムとせっけん作り
環境や肌に優しい入浴剤と石

せっけん
鹸を作り

ます。
と　き	 11/19㈰10:30～12:00、14:00～

15:30
ところ	 駒屋　
講　師	 小田暁子さん（ナチュラリスト）
定　員	 各15人（申込順）
料　金	 各2,500円
申込み	 11/1㈬10:00から電話で駒屋
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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。

農家ライブ
エディブルフラワーの食べ比べや料理
方法などを紹介します。
と　き	 11/14㈫10:30～11:30
定　員 20人（申込順）
料　金 500円
申込み 11/2㈭から電話で、こども未来館

あそびマルシェ
将棋と折り紙で遊べます。
と　き	 11/4㈫13:00～15:00

工作教室
プラスチック容器で笛、マラカス作り
と　き	 11/11㈯10:00～12:00、13:00～

15:00
プラ板ストラップ作り
と　き	 11/25㈯10:00～12:00、13:00～

15:00

ここにこイルミネーション2017
光のファンタジー
ファンタジーをテーマにした光の演
出を展示します。
と　き	 11/11㈯～11/26㈰9:30～

17:00

つくってあそぼう　エアロトレイン
地面すれすれを滑空する不思議な飛
行機を作ります。
と　き	 11/3～11/25の土・日曜日、祝日

（11/5を除く）11:50

ワークショップ
光と色であそぶLED実験工作
電子部品をつないでLEDが光る回路を
組みます。
と　き	 12/9㈯10:00～12:00
対　象	 小学生以上（小学3年生以下は保

護者同伴）
定　員	 15人（申込順）
料　金	 2,300円
申込み	 11/11㈯から視聴覚教育センター

ワークショップ　虫型ロボット
リモコンで動くカブトムシのロボットを
作ります。
と　き 11/25㈯13:30～16:30
対　象 小学3年生以上
定　員 15人（申込順）
料　金 2,400円
申込み 11/4㈯から視聴覚教育セン

ター

実験ショー　ふりこのひみつ
振り子の原理を実験とクイズで紹介します。
と　き	 11/3～12/24の土・日曜日、祝日

（11/5、11/26を除く）14:20

おもしろサイエンスの日
身近な材料で楽しい工作
ペットボトル風車やロールバック缶な
どを作ります
と　き	 11/26㈰13:00～15:00（随時

参加可）

ペットボトル風車エアロトレイン

プラ板
ストラップ

こども未来館
伊藤友香

子どもも、大人も楽しめる

展示です。ぜひお越しください！
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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

完
走
目
指
し
て

が
ん
ば
ろ
う

図書企画特集
特別テーマえほん展示　カラダえほん
体に関する絵本を紹介します。
と　き	 11/1㈬～11/30㈭
わっぱのへや
折り紙や絵本の読み聞かせを行います。
と　き	 11/25㈯14:00～15:00

豊橋けいりん　キックバイク体験
キックバイクコースでタイムを計測します。
と　き 11/12㈰13:00～15:00
対　象 2歳児～小学2年生程度
定　員 30人程度（先着順）
その他 キックバイク、ヘルメット、プロ

テクターは主催者側で用意。
参加者に記念品をプレゼント

凧
たこ
と五平餅づくり

と　き	 来年1/13㈯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	 700円
申込み	 11/15㈬～12/15㈮に少年自然

の家

なかよし広場
子守唄に合わせて歌い、リラック
スします。
と　き	 11/16㈭10:00、11:00

早朝前売	 7:00
開門予定	 10:00

オレンジリボンキャンペーン企画
チェキで撮った写真やぬり絵を飾ろう
ぬり絵やインスタントカメラの写
真を館内に飾ります。
と　き	 11/3㈮10:00～15:00

11/1㈬

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㈭

11月

しめ縄づくりと餅つき
と　き	 12/17㈰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	 600円
申込み	 11/1㈬～11/15㈬に少年自然の家

富山
（F Ⅰ）

奈良
（F Ⅰ）

別府
（F Ⅰ）

宇都宮
（F Ⅰ）

福井（F Ⅰ）

豊橋本場
F Ⅰ

豊橋本場
F Ⅱ

防府記念
（G Ⅲ）

大垣記念
（G Ⅲ）

名古屋
（F Ⅰ西日本カップ）

伊東温泉
（F Ⅰジャパンカップ）

競輪祭
（小倉G Ⅰ）

川崎
（F Ⅰ）
ナイター

松戸（F Ⅰ）
ナイター

武雄
（F Ⅰ）
ナイター

児童虐待防止運動のシンボル
オレンジリボン

お正月用のし餅づくり
親子で餅をついて、雑煮用のの
し餅を作ります。
と　き	 12/24㈰9:30～12:00
対　象	 5歳児～中学生と保護者

（市内在住の方優先）
定　員	 8家族（抽選）
料　金	 1家族2,000円
その他	 つく餅の量は1家族約2升
申込み	 11/1㈬～11/15㈬に少

年自然の家
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