
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

「　　　　」＆

＆

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 

2
月

9次元の世界、素粒子、物
理学者が追い求める究極
の理論など「超ひも理論」
の基本を、易しく解説した
本です。

『�超ひも理論　すべては
「ひも」で、できている！�』

ニュートンプレス　2017.10

図書館ボランティア育成講座
本を修繕するための基礎知識を講義
と実習で学びます。
と　き� 3/8～3/22の木曜日（全3回）

13:30～15:30
ところ� 中央図書館
講　師� 渡裕子さん（NPO法人書物の

歴史と保存修復に関する研
究会）

定　員� 10人（抽選）
申込み� 2/12㉁までに直接または電

話で中央図書館

とき（各40分） ところ
2/16㈮11:00 南陽地区市民館
2/17㈯11:00 東陵地区市民館
2/17㈯15:00 市民文化会館

2/24㈯11:00 アイプラザ豊橋、
青陵地区市民館

3/10㈯10:30 二川地区市民館
3/10㈯11:00 中部地区市民館

読み聞かせをする人のための講演会
おはなし会と、わらべうたについて実演
を交えて学びます。
と　き� 3/3㈯10:00～12:00
ところ� 中央図書館
講　師� 山口陽子さん（元美和町図書館

司書）
定　員� 70人（申込順）
申込み� 2/20㈫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

読書会　日の名残り
カズオ・イシグロ著「日の名残り」の
感想を話し合います。
と　き� 2/25㈰13:30～15:30
ところ� 中央図書館
定　員 30人（申込順）
申込み 2/16㈮までに直接、電話ま

たはEメールで住所、氏名、
電話番号を中央図書館（
tosho@library.toyohashi.
aichi.jp）
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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

ウィリアム・モリス
原風景でたどるデザインの軌跡
デザイナーとしてのモリスに着目
した作品を約100点紹介します。
と　き� 2/17㈯～3/25㈰
料　金� 一般1,000（800）円、小学生～高校生400（300）円※（　）内は前売

り・団体料金。収蔵品展「森緑翠と白士会」（本紙1月号17ページ参
照）の有料チケットを提示すると前売り料金で観覧可

その他� モリスの活動拠点イギリス各地を撮影した織作峰子の写真を合わ
せて紹介

＜関連イベント＞
記念講演会　モリスの活動と彼を巡る人々
と　き　2/25㈰14:00　講師　高橋秀治さん（岐阜県現代陶芸美術館館長）
定　員　80人（先着順）
ワークショップ　初めての活版印刷
と　き　3/3㈯①10:00②13:00③15:00
対　象 ①②小学生③中学生
講　師� 大杉晃弘さん（活版印刷工）
定　員 各6人（申込順）
料　金 各500円　申込み　2/6㈫9:00から電話で美術博物館

「いちご泥棒」1883年　photo ⒸBrain Trust Inc.

「こども」森緑翠　1947年
ボランティアガイド
金子千づるさん

収蔵品展　森緑翠と白士会
ボランティアガイドによる作品解説
と　き� 3/4㈰までの土・日曜日10:30、

11:30、13:30、14:30
その他 観覧料必要。5人以上の団体は希

望日の1週間前までの電話予約
で上記以外の日程も対応可

駒屋　ひなまつり
福よせ雛
役目を終えた雛人形を再生して、物語
風に展示します。
と　き� 4/8㈰まで
おひなさまになろう
と　き� 3/3㈯10:00～16:00
対　象� 身長100～110cm、120～

130cmの女の子
定　員� 各15人（申込順）
申込み 2/20㈫10:00から電話で駒屋
[共通事項]ところ　駒屋　問合せ　駒屋

大人の寺子屋　江戸の花見
楽しく学んで、美味しく食べよう
歴史文化を学び、学校給食を食べます。
と　き� 3/16㈮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� 2/27㈫10:00から電話で駒屋

季節の煎
せん
茶体験

と　き� 2/25㈰10:00～14:00
ところ� 駒屋
料　金� 400円
問合せ� 駒屋

二川浪漫　七五三写真紹介
昨年11月に駒屋で撮影した七五三の
写真を展示します。
と　き� 2/20㈫～3/10㈯9:30～16:30
ところ� 駒屋　
問合せ� 駒屋

緑翠は、
その名が表すように

緑を好む画家でした。
少女たちも愛らしく、
やさしい視線が感じ
られる、私も大好きな

作品です。
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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。

2018年N
ニ コ
ICOワードカップ

ここにこ最終予選
展示やゲームを通して文字と触
れ合います。
と　き� 2/17㈯～2/25㈰9:30～

17:00

おはなしおばさんのゆかいな世界展
はるなつあきふゆ
おはなしおばさんの手作り人形や、かわいい帽子を
展示します。
と　き� 3/1㈭～3/11㈰9:30～17:00（最終日は

16:00まで）
＜関連イベント　おはなしおばさんの
　たのしいおはなし会＞
と　き 3/11㈰14:00
その他 終了後、おはなしおばさん

との写真撮影会あり

こども未来館　相撲大会
ここにこ場所の観戦
年長児～小学3年生の相撲大会
を観戦できます。
と　き� 2/25㈰12:00～16:00

1億年前にタイムスリップ！
ここにこ恐竜展
動くミニ恐竜の模型を展示します。
と　き� 2/3㈯～2/12㉁9:30～

17:00

おもしろサイエンスの日
熱と科学で遊ぼう
スライムやエコしおり、手作り
カイロを作ります。
と　き� 2/25㈰13:00～15:00

（随時参加可）

技科大出前授業
石炭、石油、電池に続く第4世代ビークル
波動の力で動く未来の車について学びます。
と　き� 3/18㈰13:30～15:00
講　師� 大平孝さん（豊橋技術科

学大学未来ビークルシ
ティRCセンター長）

定　員� 40人（申込順）
申込先� 視聴覚教育センター

科学マジック　増えるチョコレート
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 2/3～2/24の土・日曜日、祝日

11:50

番組変更のため
プラネタリウムの投映を休止します
と　き� 2/27㈫～3/2㈮

振り子の

くらりか教室
レーウェンフークの顕微鏡
手作りの顕微鏡で細胞などを観察します。
と　き� 2/17㈯13:00～14:30
対　象� 小学4年生以上
定　員� 30人（申込順）
申込み� 2/10㈯までに

視聴覚教育セ
ンター

第4世代ビークル

道路からの電気で走行

18



問合せ　☎61・5818　休館日　月曜日

問合せ　☎21・2301　 　9815

問合せ　☎61・3136 図書企画
宇宙絵本
宇宙や星座の不思議を読み解きます。
と　き� 2/1㈭～3/4㈰13:30～15:00
点の絵
チラシや新聞の文字や絵を写し取っ
て遊びます。
と　き� 2/25㈰13:30～15:00

地元競輪選手紹介
96期　深谷知広選手
豊橋けいりんのエースの深谷知広選
手。昨年度の記念競輪では、師匠の金
子貴志選手（75期）とワンツーフィニッ
シュ。そして、その勢いそのままに競輪
の頂点を決定する「KEIRINグランプリ
2017」へ出場し、S級S班の選手へ返り咲
きました。今後も活躍にご期待ください。

くろしおファミリーキャンプデー
家族で自由に遊ぶデイキャンプ
と　き� 3/27㈫～3/29㈭9:30～16:00
対　象� 5歳児～中学生と保護者
定　員� 各8家族（申込順）
料　金� 大人各70円、中学生以下各20円
持ち物� 食材または弁当
その他� カレーライス・バウムクーヘン・ピザ窯料理作り体験あり
申込み� 2/11㈷から少年自然の家

なかよし広場　
歌に合わせて親子で体を動かし
て遊びます。
と　き� 2/15㈭10:00、11:00

早朝前売� 7:00
開門予定� 10:00

バレンタイン特別企画
チョコタン・ブータン
かわいい動物のお菓子棒を作っ
て試食します。
と　き� 2/11㈷10:30～12:00
定　員 30人（先着順）
料　金 50円

2/1㈭

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

アウトドア炊飯教室
親子で飯

はん
盒
ごう

炊さんを学びます。
と　き� 3/24㈯10:00～13:00
対　象� 5歳児～中学生と保護者

（市内在住の方優先）
定　員� 6家族（申込順）
料　金� 100円
持ち物� 米、おかず
申込み� 2/11㈷から少年自然の家

岐阜
（F Ⅰ）

大垣
（F Ⅰ）

京王閣
（F Ⅰ関東

カップ）

松戸
（F Ⅰ）

いわき平
（F Ⅰジャパン

カップ）

名古屋
（F Ⅰ）

高松記念
（G Ⅲ）

静岡記念
（G Ⅲ）

奈良記念
（G Ⅲ）

四日市
全日本選抜

（G Ⅰ）

別府
（F Ⅰ）
ナイター

松山
（F Ⅰ）
ナイター

佐世保
（F Ⅰ）
ナイター

玉野
（F Ⅰ）
ナイター

小倉
（F Ⅰ）
ナイター

点の絵

キャンプカウンセラーになろう
子どもが自然の中で創造性を育み、親子
の絆を深める体験を運営する学生キャン
プカウンセラー活動があります。チームで
考えたプログラムで親子が笑顔になる姿
が見られた時の感動は一生の思い出で
す。私たちと
一緒にキャン
プを企画して
みませんか。

愛知キャンプカウンセラー協会
川原侑太さん（左）、近藤隆斗さん（右）
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