
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 

4
月

「YAWARA」や「20世紀少
年」など多くの有名作品を
描く著者の作品の制作過
程などが紹介され、漫画に
対する在り方、考え方が垣
間見られます。普段漫画を
読まない方も漫画を読ん
でみたくなる一冊です。

『�描いて描いて描きまくる�』
著者：浦沢直樹
小学館　2016.2

4月23日㈪は「子ども読書の日」
図書館こどもフェスタ
4月23日㈪～5月12日㈯の「こどもの
読書週間」に合わせ、本と触れ合うイ
ベントを開催します。
と　き� 4/21㈯～5/6㈰
ところ� 中央図書館
その他� 向山・大清水図書館でもイベ

ントを開催。内容など詳細は
ホームページ参照

問合せ� 中央図書館

とき（各40分） ところ
4/20㈮11:00 南陽地区市民館

4/21㈯11:00 青陵地区市民館、
アイプラザ豊橋

4/21㈯15:00 市民文化会館
5/12㈯10:30 二川地区市民館

5/12㈯11:00 豊岡地区市民館、
前芝校区市民館

中央図書館の主なイベント
とき イベント名

期間中 クイズラリー、ぬり
絵

4/21㈯、5/6㈰ 図書館探検隊

4/22㈰、4/29㈷ おはなし会
ヨム☆ヨム特別編

4/29㈷、
4/30㉁、5/4㈷ 映画上映会

4/28㈯、5/5㈷ 紙コップのさかな
つり

司文庫展　アール・ヌーヴォーと
アール・デコの世界
鮮やかな美術書を紹介するほか、パネ
ル展示を行います。
と　き� 4/28㈯～6/24㈰
ところ� 中央図書館
＜関連イベント　司文庫の洋書、絵本の
　読み聞かせ＞
と　き� ①5/5㈷、6/2㈯14:30～14:45

②5/12㈯、6/9㈯15:30～15:45
ところ� ①大清水図書館②中央図書館
問合せ� 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

特別展示室の展示替え
中村正義の「五忿怒」を初公開
中村正義をはじめとした郷土作家の
作品を紹介します。
と　き� 4/3㈫～5/20㈰

中村正義「五忿怒」　1973年

坂口紀良「トロンボーン
を持つベレー帽の窓辺」
2004年

三代歌川広重
「東海名所改正道中記　豊橋」

美術博物館学芸員　岡田　亘世

豊橋美術展
東三河の美術作家による
選抜作品約350点を紹介
します。
と　き� [写真・書道]4/24

㈫～4/29㈷
 [絵画・彫刻・デザ

イン]5/1㈫～5/6㈰

重要文化財
馬越長火塚古墳出土品の特別公開
金で飾られた馬具や大量の須恵
器などを公開します。
と　き� 4/24㈫～5/6㈰
問合せ 文化財セ

ンター（☎
56・6060）

コレクション展
装いの組みひも　麻真田（民俗資料）
麻糸の真田紐を作るための道
具や製品を紹介します。
室内でのひととき（美術資料）
室内を画題とした、さまざまな
作家の絵画作品を紹介します。
[共通事項]
と　き� 5/6㈰まで

館蔵品展　明治維新と二川宿
明治維新の頃の浮世絵や資料を紹
介します。
と　き� 4/21㈯～6/10㈰
ギャラリートーク
と　き� 4/28㈯、5/9㈬、5/27㈰14:00
講　師� 当館学芸員
観覧料� 無料（入館料必要）
[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

こまやふぇす2018
コンサートや、飲食コーナー、ヨガ体験
などを楽しめます。
と　き� 4/22㈰10:00～16:00
ところ� 駒屋　問合せ　駒屋

駒屋であそびん
①フェイスペインティング、②こいの
ぼり工作ができます。
と　き� 4/15㈰10:00～12:00、13:00～
 15:00
ところ� 駒屋
定　員� ②30人程度（先着順）
料　金� ①100円②無料～800円
問合せ� 駒屋

和創作　季節の布遊び
つまみ細工で花てまり♪
つまみ細工の花で、手まり飾りを作ります。
と　き� 4/18㈬13:00～16:00
ところ� 駒屋　
定　員� 10人（申込順）　
料　金� 3,800円　
申込み� 4/5㈭10:00から駒屋　

真ん中に
大きく不動明王が

描かれています。当時、
重い病を患っていた
画家自身の救いを求
める気持ちが込めら
れているようです。
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問合せ　☎21・5525
休館日　水曜日（4/4を除く）

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
34ページの「パパママ」に掲載しています。

おどろきワンダーランド　うんこパラダイス
「うんこ」をテーマにした展示をし、工作などができます。
と　き� 4/21㈯～5/8㈫9:30～17:00
＜関連イベント＞
うん工作
新聞紙や粘土で、うんこの模型を作ります。
と　き 4/21㈯、4/22㈰、5/3㈷～5/6㈰10:00～12:00、13:00～15:00
うんこふわふわドーム
と　き 4/28㈯～5/6㈰10:00～12:00、13:00～16:00　料金　各100円
うん動会
玉入れや陣地とりをします。
と　き 5/5㈷、5/6㈰10:30～11:30、13:30～14:30※荒天中止

まち空間新遊具
「ネットおやま、もりの木わたり」が登場
体験・発見プラザ　キッズパークに
新しい遊具が加わりました。
料　金 無料（まち空間入場料必要）

アルミと鉄の創造銀河系
メタルクリーチャー展
金属でできた生き物を展示します。
と　き� 4/7㈯～4/15㈰9:30～17:00
＜関連イベント　アルミホイルでいきものをつくろう＞
と　き 4/7㈯、4/8㈰、4/14㈯、4/15㈰

10:00～12:00、13:00～15:00
対　象 小学生以上
講　師 箔屋スフィカさん（ホイルモデラー）
定　員 各60人（先着順）※当日9:30か

ら、ここにこ広場で整理券配布
料　金 各100円

ミニワークショップ
ふしぎな形のコマ
どんな形のコマがよく回るかを
考えて作ります。
と　き� 4/21までの土・日曜日

11:50

春の星空観望会
月の地球照と金星などを望遠鏡で
観察します。
と　き 5/19㈯19:00～20:30（天

候不順は5/20㈰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）
申込み 4/21㈯から視聴覚教育セ

ンター

おもしろサイエンスの日
紙で遊ぼう
切り紙・六角返し・サイコロなどを作ります。
と　き� 4/22㈰13:00～15:00（随時参加可）

めざせバルーンアートの達人（初級）
細長い風船で動物や花、昆虫を作ります。
と　き 4/28㈯、5/12㈯、5/26㈯、6/9㈯、6/23㈯、

7/14㈯（全6回）13:30～15:00
対　象 小学3年生以上（小学生
 は保護者同伴）
定　員 10人（申込順）
料　金 2,000円
申込み 4/7㈯から視聴覚教育
 センター

電気工作クラブ　A
アルデュイーノ
rduinoマイコン入門

マイコンを使ってロボットの原理を学びます。
と　き 5/26㈯、6/16㈯、6/30㈯、7/14㈯、8/4㈯、8/25㈯（全6回）13:30～15:00
対　象 小学生以上（小学1・2年生は保護者同伴）
定　員 10人（抽選）　料金 3,000円
持ち物 ノートパソコン（Windows7以降またはMac）
申込み 5/1㈫（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
校名、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）
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問合せ　☎61・5818　休館日　月曜日（4/2、4/30を除く）

問合せ　☎21・2301　 　9815

問合せ　☎61・3136 色々な音で春を楽しもう！
ピアノや弦楽器などを使った演
奏会です。
と　き� 4/20㈮11:00～11:30
出　演� Vari　Strumenti

豊橋けいりんマルシェ
東三河のB級グルメをはじめ、季節の
食材を楽しめます。
と　き 4/15㈰10:00～16:30

サマーキャンプリーダー
参加説明会
グループ形成・リーダーシップについ
てキャンプを通じて学びます。
と　き� 5/19㈯、5/20㈰10:00～16:00
対　象� 市内在住・在学の高校・大学生
定　員� 各10人程度（申込順）
料　金 各500円
申込み� 4/4㈬から少年自然の家

なかよし広場　
親子で手遊びや歌遊びを楽しみ
ます。
と　き� 4/12㈭10:00、11:00

早朝前売� 7:00����開門予定��10:00

ミラクル☆くれよん
クレヨンを溶かして色を作り、工作
を楽しみます。
と　き� 4/21㈯13:00～15:00

4/1㈰

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㉁

5/1㈫

2㈬

4月

少年自然の家・野外教育センター
利用説明会
野外炊事体験と施設の利用方法
を紹介します。
と　き� 5/13㈰10:00～15:00
対　象� 市内在住で、おおむね10

人以上の団体の引率者
定　員� 30人程度（申込順）
料　金� 300円
申込み� 4/4㈬から少年自然の家

松阪
（F Ⅰ）

玉野
（F Ⅰ）

福井
（F Ⅰ）

宇都宮
（F Ⅰ）

静岡
（F Ⅰジャパンカップ）

広島
（F Ⅰ西日本カップ）

武雄記念
（G Ⅲ）

西武園記念
（G Ⅲ）

平塚
日本選手権

（G Ⅰ）

京王閣
（F Ⅰ）
ナイター

四日市
（F Ⅰ）
ナイター

松山
（F Ⅰ）
ナイター

平塚
（F Ⅰ）
ナイター

川崎記念
（G Ⅲ）
ナイター

佐世保
（F Ⅰ）
ナイター

函館
（G Ⅲ）
ナイター

伊東温泉
（F Ⅰ）

大垣
（F Ⅰ）

名古屋
（F Ⅰ）

自然体験活動指導者コラム
表浜海岸を散歩しよう
表浜海岸では片浜十三里といわれる砂
浜と、そびえ立つ断崖絶壁の自然美を
見ることができます。この時期は、ハマヒ
ルガオ、コウボウムギ、ハマエンドウなど
の海浜植物が砂浜の
キャンバスを色づけ
ています。伊古部海岸
を散歩し、自然を感じ
てみてください。 キャンプディレクター

小原　章
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