
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

「　　　　」＆

＆ さくらピア

8
月

宇宙飛行士 野口聡一さん
の宇宙での体験談と、宇宙
飛行士を支えるさまざまな
宇宙開発に関わる仕事を知
ることができます。宇宙で働
くことの喜びや困難、人生を
どう過ごすかなど私たちに
夢と目標を与えてくれます。

『スィート・スィート・ホーム』
著者：野口聡一

岩波書店 2006.2

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
8/17㈮11:00 南陽地区市民館
8/18㈯11:00 東部地区市民館
8/18㈯15:00 市民文化会館
8/25㈯11:00 青陵地区市民館
9/8㈯10:30 二川地区市民館
9/15㈯15:00 市民文化会館

ほっとシネマ�in�図書館
劇場版アニメ�忍たま乱太郎

「忍術学園全員出動！の段」を
上映します。
と き� 8/26㈰10:00、15:00
ところ�中央図書館
定 員� 100人（先着順）
問合せ� 中央図書館

ポルトガル語の図書を設置しています
ところ�岩田・多米校区市民館、東部・東陵地区

市民館
その他� 貸し出しも可。貸出期間は2週間。貸出

冊数は1人10冊まで
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

「二人麗子図（童女飾髪図）」1922年
泉屋博古館分館蔵

季節の煎茶体験
と き� 8/19㈰10:00～15:00
ところ� 駒屋
料 金� 400円　問合せ��駒屋

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� 8/19㈰、9/16㈰10:30～

15:00

夏休み本陣体験講座
江戸時代の旅体験
旅日記帳作りや旅人姿の体験を
します。
と き� 8/25㈯10:00～12:00、

13:30～15:30
ところ� 二川宿本陣資料館
対 象� 小学生と保護者
定 員� 各5組（申込順）
料 金� 各100円（別途、入館料必

要）
申込み� 8/4㈯10:00から電話で

二川宿本陣資料館

駒屋�和菓子体験講座
栗きんとんを作ります。
と き� 9/7㈮14:00～16:00
講 師� NPO法人二川宿
定 員� 12人（申込順）
料 金� 1,000円
申込み� 8/3㈮10:00から電話で駒屋

駒屋�お盆でナイト
開館時間を20:30まで延長します。
と き� 8/11㈷、8/12㈰
その他� 8/11㈷は夜店を開催

コレクション展��美術資料�
松風によせて
当館コレクションの中から「松」を
テーマにした絵画を紹介します。
と き� 9/9㈰まで

岸田劉生展��各種イベント
夏休み親子ツアー��麗子像の謎を追え！
と き� 8/11㈷14:00～15:00
対 象� 小学生と保護者
ナイト・ミュージアム
と き　8/17㈮18:30～19:30
対 象� 小学生以上（小学生は保護者同伴）
[共通事項]
定 員� 各30人程度（申込順）
料 金� 無料（観覧料必要）
申込み� 随時、電話で美術博物館小松均 「松」左隻 1949年

日本の美術史上、一番有名な少女モデ
ル「麗子像」の中で100cm×80.3cmと
最も大きい作品です。2人の少女の顔は
どちらも麗子。深い謎を投げかけるよう
なミステリアスな作品です。

学芸員の作品紹介

二川宿本陣まつり��菊の節句�重陽
菊の着せ綿、オカヅラ人形などを展示
します。
と き� 9/1㈯～9/9㈰9:00～17:00（最

終日は16:00まで）
＜関連イベント��菊の節句�折り紙教室＞
と き� 9/8㈯10:00～15:00
講 師� 楽しい折り紙の会
[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

美術博物館
学芸員　丸地　加奈子

小松均が豊橋に滞在し、
3か月かけて描いた吉田城
址の松を初公開します。延
べ7m50cmもある大迫力
の松をぜひ、ご覧ください。
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問合せ　☎21・5525
休館日　子育てプラザのみ8/1㈬、

8/22㈬、8/29㈬

問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　　休館日　月曜日（8/13を除く）

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。

なぞにこ�にこりん博士
からの挑戦状
館内を巡って謎解きゲームを
します。
と き� 8/29㈬17:30、18:00、

18:30、19:00、19:30
（各約60分）

対 象　小学生と保護者を含
むグループ

定 員� 各100組（申込順）
申込み� 8/2㈭から電話で、こ

ども未来館

ここにこライブ
東三河の中学・高校生による演奏会です。
と き� ①8/18㈯②8/19㈰10:00
出 演� ①豊橋中央高校・豊橋東高校・豊丘高校・

藤ノ花女子高校吹奏楽部②羽田中学校・
牟呂中学校・小坂井高校吹奏楽部

キャンドルナイト
園児や来館者などが作った5,000
個のキャンドルに火を灯します。
と き� 8/11㈷16:00（雨天順延

8/12㈰）

影絵であそぼう
影絵が楽しめる人形の工作や展示を
行います。
と き� 8/18㈯～8/26㈰9:30～17:00
＜関連イベント�劇団かかし座
　手影絵パフォーマンス＞
手で動物などをかたどった影絵ショー
です。
と き� 8/26㈰19:00～19:40

ワークショップ�虫型ロボット工作
リモコンで動くクワガタロボットを作り
ます。
と き ①9/15㈯②10/13㈯13:00～

16:00
対 象 小学4年生以上
定 員 各15人（抽選）
料 金 各2,400円
申込み ①は8/20㈪、②は9/18㈫までに

ホームページで必要事項を入力

おもしろサイエンスの日
光であそぼう
ピンホールカメラやステンドグラスな
どを作ります。
と き 8/26㈰13:00～15:00（随時参

加可）

電気工作クラブ
A
アルデュイーノ
rduinoマイコン初級

センサーを使って自律ロボットを作ります。
と き 9/29㈯、10/27㈯、11/10㈯、11/24㈯、12/8㈯、

来年1/19㈯（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以上）
申込み 9/4㈫までにホームページで必要事項を入力

ミニワークショップ
スカイスクリュー
ゴムの力で垂直上昇する飛行機を
作ります。
と き� 8/4㈯、8/11㈷、8/12㈰、

8/18㈯、8/19㈰、8/25㈯
14:20

料 金� 各300円

豊橋技術科学大学出前授業
AR（拡張現実）技術が導く新しい現実
現実と仮想世界を結びつける仕組みを
学びます。
と き� 9/9㈰13:30～15:00
講 師� 菅谷保之さん
 (情報・知能工学系准教授)
定 員� 40人（抽選）
申込み� 8/20㈪までにホームページで必

要事項を入力
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問合せ　☎53・3153 　 53・3200　
休館日　月曜日、祝日　   32402

問合せ　☎21・2301　 　9815

問合せ　☎61・3136
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松戸記念
（G Ⅲ）

小田原記念
（G Ⅲ）

富山記念
（G Ⅲ）

向日町
（Ｆ Ⅰ）

立川
（Ｆ Ⅰ）

小倉
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

川崎
（G Ⅲ）
ナイター

京王閣
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

玉野
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

伊東温泉
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

函館
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

富山
（Ｆ Ⅰ）

四日市
（Ｆ Ⅰ）

西日本カップ

いわき平
オールスター

（G Ⅰ）

西武園
（Ｆ Ⅰ）

関東カップ

豊橋本場
ＦⅠ

ジャパンカップ

豊橋本場
ＦⅡ

健康体操教室
障害の程度に合わせた体の動かし方を学びます。
と き� 9/11㈫、9/25㈫、10/16㈫、10/30㈫、11/13㈫、11/27㈫（全6回）

10:30～11:30
対 象� 障害者手帳所持者（重度障害

者は介護者同伴）と家族、友人
講 師� 鈴木見和子さん（柔道整復師）
定 員� 10人（申込順）
申込み� 8/1㈬9:00から、さくらピア

ガールズ競輪選手デビュー！
豊橋ガールズケイリン育成プロジェクト
出身の田中千尋選手、吉田夢姫選手、
當銘直美選手が7月にデビューしまし
た。競輪学校で鍛えた脚力やスピード
をいかし、上位で活躍できる選手を目
指しています。新たにガールズケイリン
界に仲間入りした3選手に熱い声援を
送りましょう。

昔体験！野外キャンプ
歴史の学習とキャンプ術体験
テントやバンガローに泊まり、火おこし体
験などをします。
と き� 9/22㈯13:00～9/23㈷12:00

※1泊2日
対 象� 5歳児～中学生と保護者（市内在

住の方優先）
定 員� 10家族（抽選）
料 金� 2,500円
申込み� 8/1㈬～8/15㈬に少年自然の家

納涼夏祭り
ゲーム、授産所バザー、盆踊りな
どを楽しめます。
と き� 8/25㈯17:00～19:30
その他� 公共交通機関をご利用く

ださい

早朝前売� 7:00����開門予定��10:00

夏休み�施設見学
案内付きで施設を見学できます。
と き� 8/1㈬～8/31㈮10:00～

17:00（各約30分程度）
申込み� 各3日前までに希望日時

を、さくらピア

ネイチャーゲームリーダー養成講座
自然案内人になろう！
ネイチャーゲームの理念などを講義と実
践で学びます。
と き� 10/27㈯9:00～10/28㈰16:00　

※1泊2日
対 象� 18歳以上の方（市内在住の方優先）
定 員� 10人（申込順）
料 金� 20,000円
申込み� 8/31㈮までに少年自然の家

當銘直美選手、吉田夢姫選手、田中千尋選手
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