
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、12/29㈮〜1/3㈬

スタッフの
おすすめ本

「　　　　」＆

＆

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 

12
月

零戦のパイロットとして参
戦した原田さんの実体験
から語られる、あまりに悲
惨な戦争の背景。「平和と
は何か？」を改めて考えさ
せられます。『�零戦パイロットからの遺言�』

著者：半田滋
講談社　2016.9

子どもにたずさわる人のための
絵本・紙芝居セミナー
絵本や紙芝居の選び方・演じ方など
を学びます。
と　き� 1/27㈯14:00〜16:00
ところ� 中央図書館
講　師� 当館職員　定員　30人（抽選）
申込み� 12/27㈬までに直接または

電話で中央図書館※ホーム
ページからも申し込み可

問合せ 中央図書館

とき（各40分） ところ
12/15㈮、1/19㈮11:00 南陽地区市民館
12/16㈯、1/20㈯15:00 市民文化会館
12/23㈷、1/27㈯11:00 アイプラザ豊橋
12/23㈷11:00 東部地区市民館
1/13㈯10:30 二川地区市民館
1/27㈯11:00 青陵地区市民館

豊橋市図書館公式L
ラインアット
INE＠で

最新情報をお届けします
イベントのリアルタイムな情報や、特設コーナー
で紹介する本などの情報を「LINE」でお届けし
ます。アプリ「LINE」をダウンロードし友だち追
加からQRコードまたはID「@rnl3740d」を検索
して登録してください。また、
f
フェイスブック
acebookやブログ、T

ツ イ ッ タ ー
witterな

どでも図書館の情報を発信
していますので、ぜひご利用
ください。
問合せ 中央図書館

図書の年末年始の
貸し出しと返却ポストの閉鎖
12月29日㈮〜1月3日㈬の休館
に伴い、12月15日㈮〜28日㈭
は中央・向山・大清水図書館、
石巻・青陵・南部・二川・北部・
牟呂地区市民館、アイプラザ豊
橋、こども未来館の貸出期間を
通常の2週間から3週間に延長
します。また、休館中は各図書
館、駅前情報プラザの返却ポス
トを閉鎖します。 QRコード
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問合せ　☎51・2882　　休館日　月曜日、12/29㈮〜1/3㈬

問合せ　二川宿本陣資料館 ☎41・8580、
　　　　駒屋 ☎41・6065
休館日　月曜日、12/29㈮〜1/1㈷
    52574

特別展示室
日本画の5人
中村正義、星野眞吾、平川
敏夫、大森運夫、高畑郁子
の作品を紹介します。
と　き� 2/4㈰まで

「伊那谷の人形達」　大森運夫　平成元（1989）年

「九谷蟹額皿」
中村翠恒

雲龍久吉　横綱土俵入の図

「薔薇刑」大島哲以
昭和44（1969）年

「三河国渥美郡船形山
普門密寺略図（部分）」
小田切春江
安政元（1854）年

豊橋市民展
展覧会
と　き ［写真・書道］12/12㈫〜12/17㈰

［日本画・洋画・彫刻・デザイン］
12/19㈫〜12/24㈰

表彰式
と　き ［写真・書道］12/16㈯14:00
 ［日本画・洋画・彫刻・デザイン］

12/23㈷14:00

常設展
色絵の華やぎ（陶磁資料）
多色で絵付けされた陶磁器を紹
介します。
と　き 12/12㈫〜

1/21㈰

常設展
人体をめぐるけしき（美術資料）
三上誠と大島哲以による絵画作品を紹
介します。
と　き 12/12㈫〜
 1/21㈰

常設展
寺院と神社の印刷物（歴史資料）
寺社で印刷された地図や神仏像などを
紹介します。
と　き 12/12㈫〜
 1/21㈰

田原市博物館所蔵
浮世絵名品展
芝村義邦コレクションから相撲絵に関する浮世
絵を紹介します。
と　き� 12/2㈯〜1/14㈰
＜関連イベント　ギャラリートーク＞
と　き� 12/10㈰、12/20㈬14:00
講　師� 当館学芸員
[共通事項]
ところ� 二川宿本陣資料館

和創作　季節の布あそび
ちりめん・つまみ細工で羽子板作り♪
おめでたい吉

きっしょうづる
祥鶴の羽子板を作

ります。
と　き� 12/13㈬13:00〜16:00
ところ� 駒屋
定　員� 10人（申込順）
料　金� 3,800円
申込み� 12/5㈫10:00から電話で

駒屋

naomaria展　着物とビーズのマリアージュ
着物を使ったコラージュ作品を展示します。
と　き 12/2㈯〜1/8㈷
その他 12/26㈫から正月仕様に展示替え
＜関連イベント＞
きものコラージュでオリジナル壁掛けボード作り♪
と　き 12/10㈰10:30、13:30　定員　各10人（申込順）
料　金　各1,500円　申込み　12/5㈫10:00から電話で駒屋
ミニファッションショー
と　き 1/8㈷11:00〜11:20
その他 当日9:30から先着50人に座敷で観賞できる

整理券配布
[共通事項]ところ　駒屋　問合せ　駒屋

いいとこ発見！
とよはしカルタ大会
と　き� 1/6㈯14:00〜16:00
ところ� 二川宿本陣資料館
対　象� 小学生以上
定　員� 30人（申込順）
料　金� 無料（展示見学の場

合は入館料必要）
申込み� 12/5㈫10:00から

二川宿本陣資料館
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問合せ　☎21・5525
休館日　水曜日（1/3㈬は開館）、
 12/29㈮〜1/1㈷

問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　　休館日　月曜日、12/29㈮〜1/1㈷

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。

12/15㈮（必着）までに
返信先明記の往復はが
きで①番号・講座名（1
通につき1つ）②とき③
参加者全員の氏名・学年

（年齢）④代表者の氏
名・電話番号を、こども
未来館（〒440-0897松
葉町三丁目1）。または
ホームページで必要事
項を入力

クリスマスイベント　ワークショップ
ニコリンサンタにお手紙をかいてみよう
と　き� 12/16㈯、12/17㈰9:30
クリスマスツリーをつくろう
と　き 12/16㈯10:00

クリスマスイベント
クリスマスお楽しみ会
当館スタッフが劇を披露します。
と　き� 12/22㈮10:45〜11:15
世界のこどもたちのための
クリスマスコンサート2017
迫力あるフルオーケストラの演奏を行います。
と　き 12/23㈷10:00〜11:00
出　演 豊橋ユースオーケストラ
クリスマス　キッズコンサート
クリスマスソングをハンドベルで演奏します。
と　き 12/24㈰11:00〜12:00
出　演 むさしの会

プラネタリウム
冬休み臨時投映
と　き� 12/23㈷〜1/14㈰（1/10㈬〜

1/12㈮を除く）
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。12/16㈰から観
覧した小学生以下にプレゼン
トあり

ペーパークラフト　地球
サッカーボール型の地球を作ります。
と　き� 12/2㈯〜12/24㈰の土・日曜日、祝日11:50
その他� 難易度は小学5・6年生向け

冬休み特別実験ショー　目のさっかく
トリックアートなどで目と脳の不思議を体験します。
と　き 12/26㈫、12/27㈬、1/2㈫〜1/4㈭14:20（各

約20分）

ⒸVisualArt’s/Key/ planetarian project

学芸員　豊増伸治

陶芸家になろう
と�き 1/7㈰ 協力 荒川泰宏陶芸教室

体�

験��

１

凧をつくってとばそう
と�き 1/8㈷ 協力 豊橋凧保存会

体�
験��
２

ピザをつくろう
と�き 1/8㈷ 協力 豊橋友の会

体�

験��

３

体験プログラム

時間 番組名
11:00 カラフル太陽ツアー
13:30 スペースネクスト
15:00 プラネタリアン

近隣都市を舞台にした
近未来アニメ「プラネタリアン」が

冬休みに登場します。
当館の星空投映機パンドラ
との共演も見どころです。
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問合せ　☎61・5818　休館日　月曜日、12/29㈮〜1/3㈬

問合せ　☎21・2301　 　9815

問合せ　☎61・3136 交通児童館ふゆまつり2017
Christmas　of　joy!　伝える喜び、伝わる喜び
バルーンサンタで伝えよう！！
普段言葉にできない想いを手紙で伝えます。
と　き� 12/17㈰9:00〜16:30
歌で伝えよう　みんなの想い
豊橋少年少女合唱団の合唱を鑑賞します。
と　き� 12/17㈰13:30〜14:00

ロイヤルルームオープンと
バンク改修工事のお知らせ
快適に競輪を楽しめるロイヤルルームを
12/25㈪にオープンします。料金など詳細
はホームページをご覧ください。なお、来
年6月までバンクなどの改修工事を行い
ますので、ご理解・ご協力をお願いしま
す。工事期間中も場外発売は行います。

たき火でGo！
たき火をして、鍋料理を作ります。
と　き� 2/10㈯9:30〜14:00
ところ� 少年自然の家
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�　500円
その他� 詳細はホームページ参照
申込み� 12/9㈯〜12/23㈷に少年自然の家

なかよし広場　ずんちゃかシアター
ソフトクリームのクリスマス
季節の歌に合わせて親子で体を
動かして遊びます。
と　き� 12/14㈭10:00、11:00

早朝前売� 7:00　開門予定�10:00
※1  最終レース ガールズグランプリ　     開催
※2  最終レース ヤンググランプリ　（ＧⅡ）開催
※3  最終レース ケイリングランプリ （ＧＰ）開催
　　12/29日㈮ＧＰ前日発売
　　12/30日㈯は9:30開門予定

クリスマスツリーに
オーナメントを飾ろう
と　き� 12/24㈰まで。9:00〜16:30

12/1㈮

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㈯

31㈰

12月

くろしおファミリーキャンプデー
と　き� 1/5㈮〜1/7㈰9:30〜15:00
ところ� 野外教育センター
対　象� 5歳児〜中学生と保護者

（市内在住の方優先）
定　員� 各10家族（申込順）
料　金� 大人各30円、子ども各10円

（物品使用の場合は1品30
円必要）

その他� 詳細はホームページ参照
申込み� 12/10㈰から少年自然の家

大垣
（F Ⅰ）

大宮
（F Ⅰ関東

カップ）
玉野

（F Ⅰ）

平塚
（F Ⅰ）

岐阜
（F Ⅰ）

別府記念
（G Ⅲ）

伊東温泉記念
（G Ⅲ）

佐世保記念
（G Ⅲ）

広島記念
（G Ⅲ）

小倉
（F Ⅰ）
ナイター

四日市
（F Ⅰ）
ナイター

GGP   ※1
YGP   ※2
GP   ※3

ネイチャーゲーム体験会
自然の中で小さなよろこび見つけよう！
ピザ窯でピザを焼きます。
と　き� 2/4㈰9:30〜14:00
ところ� 少年自然の家
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人200円
持ち物� 市販のピザ
その他� 詳細はホームページ参照
申込み� 12/10㈰〜12/24㈰に少年

自然の家
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