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スタッフの
おすすめ本

としょかん夏休み宿題応援隊！
自由研究、工作、読書感想文などを支
援します。
と き	 7/14㈯～9/2㈰9:30～18:00

（土・日曜日、祝日は16:00まで）
ところ	 中央図書館
対 象	 小学生～高校生
その他	 テーマが決まっている場合は

電話予約可
問合せ	 中央図書館

7
月

自信過剰で毒舌家だが、物
忘れが激しくマイペース。そ
んな名探偵が、夏休み中に
遊園地で起きた、子どもの
誘拐事件に挑みます。笑い
ながら謎解きが楽しめる1
冊です。

『	そして五人がいなくなる
名探偵夢水清志郎事件ノート	』

著者：はやみねかおる
講談社 青い鳥文庫  1994.2

夏休み子どもフェスティバル
ボランティアによる大型絵本などの、お
はなし会を行います。
と き	 ①7/21㈯②7/28㈯14:00～

15:00
ところ	 ①中央図書館②大清水図書館
対 象	 3歳児～小学生と保護者
問合せ	 中央図書館

向山で工作しよう	スノードーム
と き	 8/4㈯10:00～15:30
ところ	 市民文化会館
定 員	 40人（先着順）
問合せ	 向山図書館

平成30年度		平和を求めて	とよはし展
戦争と家族・仕事
戦前・戦中の庶民の暮らしぶりを紹介します。
と き 7/7㈯～9/2㈰
＜関連イベント	子どものための平和の集い＞
①映画上映会、②子ども平和交流会、③発表・
座談会を行います。
と き	 ①7/28㈯10:30～12:00②7/29㈰10:00～

12:00③7/29㈰13:30～15:30
ところ	 中央図書館
講 師	 ③川端新二さん（元国鉄機関助手）ほか
定 員	 ①50人（申込順）③150人（先着順）
申込み	 ①は7/7㈯から直接、または電話で中

央図書館
問合せ	 中央図書館、学校教育課（☎51・2817）

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　7/1㈰～7/4㈬、7/17㈫、月曜日（7/16㈷を除く）、
第４金曜日
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とよはしの旗本たち
江戸時代に豊橋市域を領有していた旗本たちを紹介
します。
と き	 7/14㈯～8/26㈰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	 7/15㈰、8/1㈬、8/11㈷14:00
講 師	 当館学芸員
記念講演会		三河の旗本とその生活
と き	 7/21㈯13:30～15:00
講 師	 神谷智さん（愛知大学教授）
定 員	 50人（申込順）
申込み 7/4㈬10:00から電話で二川宿本陣資料館
[共通事項]
ところ 二川宿本陣資料館　料金		無料（入館料必要）
問合せ 二川宿本陣資料館

コレクション展		歴史資料	
東海道絵巻と近世吉田のイメージ
新たに収蔵した絵巻と絵本を公開します。
と き	 7/21㈯～9/9㈰

岸田劉生展
近代洋画の巨匠 
岸田劉生の画業を紹介します。
と き	 7/21㈯～9/2㈰
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
オープニング・イベント
岸田夏子さんをお迎えして
劉生の孫 夏子さんが「麗子像」など
について話します。
と き	 7/21㈯14:00
定 員	 80人（先着順）

岸田劉生「麗子肖像（麗子五歳之像）」1918年
東京国立近代美術館蔵

山田意誠「自江戸至長崎東海道山陽道四国九州
街道ノ図」江戸時代後期

戸田忠道所用甲冑（個人蔵）
写真提供  栃木県立博物館

駒屋であそびん	
楽しい折り紙の魅力体験
と き	 7/14㈯13:00～16:00
対 象	 年少児～小学生（未就学児は

保護者同伴）
定 員	 20人程度
 (先着順)
料 金	 50円

灯
とうろう
籠で飾ろう二川宿

沿道に3,500個の灯籠を灯します。
と き	 7/28㈯19:00～21:00
ところ	 二川東町～JR二川駅
問合せ	 二川宿本陣資料館
＜関連イベント	
納涼浴衣コンテスト	in	駒屋＞
と き	 7/28㈯17:30～18:45（受け付け

は18:15まで）
対 象	 どなたでも（小学生以下は保護

者同伴）
問合せ	 駒屋
［共通事項］
その他	 雨天順延7/29㈰。当日18:00から交

通規制を実施。駐車場の利用不可

本陣体験講座		
ゆかたを着よう
浴衣の着付け方を学びます。
と き	 7/28㈯15:00～16:30
ところ	 二川宿本陣資料館
対 象	 中学生以上の女性
講 師	 伊藤わかよさん（東海着

物カルチャー）
定 員	 20人（申込順）
料 金 無料（展示見学の場合は

入館料必要）
持ち物	 浴衣、半幅帯、下駄など
申込み	 7/6㈮10:00から電話で

二川宿本陣資料館

駒屋マルシェ
豊橋百儂人による飲食物の販売など
を行います。
と き	 7/15㈰10:30～15:00

問合せ　☎51・2882　　休館日　月曜日 ※7/3㈫～7/20㈮は 
臨時休館。 特別展示室  豊橋にゆかりのある日本画家は7/1㈰まで

問合せ　二川宿本陣資料館 ☎41・8580、
　　　　駒屋 ☎41・6065
休館日　月曜日（7/16㈷を除く）、7/17㈫
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おもしろサイエンスの日			
水と風であそぼう
小型ロボットの操作体験や花の風車
工作などをします。
と き	 7/29㈰13:00～15:00（随時、

参加可）

ワークショップ		ソーラー工作スペースロボ
ミニカーや人型に変身するロボットを
作ります。
と き	 8/25㈯10:00～12:00
対 象	 小学4年生以上
定 員	 15人（抽選）　料金		2,300円
申込み	 7/30㈪までにホームページ

で必要事項を入力

開館10周年イベント
撮影会
来館者のみなさんで記念撮影をします。
と き	 7/26㈭13:30
ストリートピアノ
豊橋工業高校の生徒が絵を描いたピア
ノを自由に弾けます。
と き	 7/29㈰から
その他	 7/29㈰10:30頃に記念セレモ

ニー内でお披露目会を実施

らくがき		昆虫館＆水族館
自分で描いた絵をスクリーンに映して
楽しみます。
と き	 7/14㈯～8/5㈰9:30～17:00

あそびマルシェ
折り紙と将棋で遊べます。
と き	 7/8㈰13:00～15:00

ここにこ芝生シアター			
星空映画会
映画「パディントン2」を上映します。
と き	 7/29㈰19:10～20:50

大実験ショー		空気のふしぎをさぐる
空気砲や竜巻発生機などを体験し、
実験を行います。
と き 7/22㈰、7/28㈯、8/5㈰

11:50、14:20（各約30分）
講 師 豊橋エコサイエンスクラブ

ワークショップ		サッカーロボット工作
ロボットを組み立て、迷路やサッカー対決を
します。
と き 8/5㈰13:00～16:00
対 象 小学3年生以上
定 員 8人（抽選）　料金  2,700円
申込み 7/23㈪までにホームページで必要

事項を入力

プラネタリウム新番組
と き 7/14㈯～10/21㈰
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

©2017 STUDIOCANAL S.A.S 
All Rights Reserved

投映スケジュール
火～金曜日（夏休み
（7/24㈫～8/31㈮）を除く）

時間 番組名
15:00 火星大接近※8/4㈯～

9/2㈰は、はやぶさ2

土・日曜日、祝日、夏休み
時間 番組名
11:00 ポケモン
13:30 火星大接近※8/4㈯～

9/2㈰は、はやぶさ2
15:00 ドラえもん ©Fujiko-Pro,Shogakukan,

TV-Asahi,Shinei,andADK
©JAXA 提供Courtesy 
NASA/JPL-Caltech.

こども未来館
伊藤 友香

芝生に座って観る映画は、

映画館とは違った雰囲気が

味わえますよ！

問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　　休館日　月曜日（7/16㈷を除く）、7/17㈫

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。

問合せ　☎21・5525
休館日　水曜日（7/25㈬、8/1㈬

は体験・発見プラザ、集
いプラザのみ特別開館）
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問合せ　☎21・2301　 　9815

問合せ　☎61・3136

問合せ　☎61・5818
休館日　月曜日（7/16㈷を除く）、7/17㈫
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なつまつり			
のりものリニューアル記念！
安全へのみちしるべ
交通安全に関するゲームや工作
をします。
と き	 7/29㈰9:00～16:30

7月のイベント
ナイターイベント
野菜詰め放題（7/14㈯のみ）、サイエンス
ショー（7/15㈰のみ）などを行います。
と き 7/14㈯、7/15㈰17:00～20:00
その他 浴衣で来場した先着100人にプ

レゼントあり
バンクリニューアルイベント
移動動物園・野菜詰め放題（7/29㈰の
み）などを行います。
と き 7/28㈯～7/30㈪10:00～16:30

親子ふれあいキャンプ
キャンプファイア、流しそうめんなどを行います。
と き	 9/1㈯13:00～9/2㈰15:00
 ※1泊2日
ところ	 少年自然の家
対 象	 5歳児～中学生と保護者
講 師	 愛知キャンプカウンセラー協会
定 員	 9家族（抽選）
料 金 大人3,000円、子ども2,000円
申込み	 7/1㈰～7/15㈰に少年自然の家

なかよし広場
親子で子守唄遊びを楽しみます。
と き	 7/19㈭10:00、11:00

早朝前売	 7:00				開門予定		10:00

おやこで水鉄砲アート
色水鉄砲で的を狙い、さまざまな模
様を作ります。
と き	 7/14㈯10:00～11:00（雨天

順延7/22㈰）

親子ふれあいデイキャンプ
野外炊事、クラフト体験、交流ゲームなどを行います。
と き	 9/8㈯、9/9㈰9:30～15:30
ところ	 野外教育センター
対 象	 5歳児～中学生と保護者
講 師	 愛知キャンプカウンセラー協会
定 員	 9家族（抽選）
料 金	 大人900円、子ども700円
申込み	 7/1㈰～7/15㈰に少年自然の家

富山
（Ｆ Ⅰ）

宇都宮記念（G Ⅲ）

奈良
（Ｆ Ⅰ） 小倉

（Ｆ Ⅰ）
ナイター

京王閣
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

松戸
サマーナイト

フェスティバル
（GⅡ）ナイター

いわき平
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

豊橋本場
Ｆ Ⅱ 川崎

（Ｆ Ⅰ）
ナイター

弥彦記念
（Ｇ Ⅲ）

大垣
（Ｆ Ⅰ）

高知
（Ｆ Ⅰ）

小松島記念
（G Ⅲ）

福井記念
（G Ⅲ）

岸和田
（Ｆ Ⅰ）

西日本カップ

岐阜
（Ｆ Ⅰ）

名古屋
（ＦⅠ）

平塚
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

函館
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

小倉
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

伊東温泉
（Ｆ Ⅰ）
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