
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

10
月

都道府県幸福度ランキン
グで3年連続1位に輝いた
福井県。盤石の幸福度を築
く要因を他県と比べ、日本
の都市再生モデルについ
て考察します。幸福とは何
か考えるきっかけを作って
くれます。

『福井モデル
未来は地方から始まる』

著者：藤吉 雅春
文藝春秋2015.4

本のリサイクルフェア
図書館で使わなくなった本などを1冊20円
で販売します。
と き�①10/6㈯②10/12㈮9:30～14:00
ところ�①中央図書館②市民文化会館
その他� 1人10冊まで。持ち帰り用の袋は持

参。②は10:00～16:00に飲食しな
がら読書できるコーナーを設置

問合せ�①中央図書館②向山図書館

古文書に親しむ講座（応用編）
古文書を通して、豊橋の歴史など
を学びます。
と き�11/4～11/25の日曜日

（全4回）10:00～11:30
ところ�中央図書館
講 師�大須賀哲夫さん（郷土史家）
定 員� 30人（抽選。初回優先）
申込み� 10/2㈫～10/19㈮に中央

図書館

郷土を探る！
豊橋っ子調べ学習コンクール
①応募作品の展示、②表彰式を
行います。
と き�①10/13㈯、10/14㈰9:30～

17:00②10/13㈯15:00～
16:00

ところ�中央図書館
問合せ� 中央図書館

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
10/19㈮11:00 南陽地区市民館
10/27㈯11:00 青陵地区市民館
11/3㈷11:00 前芝校区市民館
11/10㈯10:30 二川地区市民館

11/10㈯11:00 豊岡地区市民館、
中部地区市民館

11/10㈯15:00 市民文化会館
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問合せ　二川宿本陣資料館 ☎41・8580、
　　　　駒屋 ☎41・6065
休館日　月曜日

問合せ　☎51・2882　　休館日　月曜日

幕末明治の浮世絵探訪展
浅井コレクション公開

「西郷隆盛と明治維新」をテーマに浮世絵を展
示します。
と き� 10/6㈯～11/18㈰9:00～17:00（入館は

16:30まで）
記念講演会�幕末明治の浮世絵・鑑賞のツボ
と き� 10/7㈰14:00～15:30
講 師� 山下伸さん（美術研究家）　
定 員� 50人（申込順）
申込み� 9/19㈬10:00から電話で二川宿本陣資料館
ギャラリートーク
と き� 10/13㈯、10/31㈬14:00　講師　当館学芸員
[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

香水瓶「真夜中」ウォルト社 1924年以降
北澤美術館蔵 撮影 清水哲郎

naomaria展
着物の生地とビーズを組み合わせた
作品を展示します。
と き� 10/17㈬～11/18㈰9:00～

17:00
ところ� 駒屋
問合せ� 駒屋

パッチワーク体験教室
クリスマスタペストリーを作ろう！
と き� 10/16㈫10:00～14:00
ところ� 駒屋　定員　30人（申込順）
料 金� 1,800円（昼食代含む）
申込み� 10/3㈬10:00～10/10㈬15:00に電話

で駒屋

本陣古文書講座
（中級コース）
江戸時代の古文書を解読し
ます。
と き� 10/13㈯、10/27㈯、

11/10㈯、11/24㈯、
12/8㈯（全5回）13:30～
15:00

ところ� 二川宿本陣資料館
講 師� 当館学芸員
定 員� 30人（申込順）
料 金� 400円（展示見学の場

合は別途、入館料必要）
申込み� 10/3㈬10:00から電話

で二川宿本陣資料館

活弁士・麻生八咫がやってくる！
キネマライブ�in�駒屋
無声映画「坂本龍馬」「国定忠治」を鑑賞します。
と き� 11/3㈷10:00～11:30、13:00～14:30、

15:00～16:30
定 員� 各40人程度（申込順）
料 金� 各2,000円
申込み� 10/3㈬10:00から電話で駒屋

和布でつくる
かわいい秋のアクセサリー作り♪
バッグや洋服につけられるブローチ
を2種類作ります。
と き� 10/17㈬13:00～16:00
ところ� 駒屋
定 員� 10人（申込順）　料金　3,000円
申込み� 10/3㈬10:00から電話で駒屋

新政厚徳 西郷隆盛（部分）

天球儀の形に三日月の浮き彫りがある
栓をした香水瓶です。瓶全体に散りば
められた星の部分が透明になっており、
香水が入っている間は星が金色に輝き、
減ると銀色に変わります。100年近く前
のデザインが斬新に感じられます。

学芸員の作品紹介

北澤美術館所蔵��ルネ・ラリックの
香水瓶��ギャラリー・トーク
学芸員が展覧会の見どころについて
説明します。
と き� 10/18㈭、11/3㈷14:00
料 金� 無料（観覧料必要）

ネオ�こすたりか�ミュージアムカフェが
オープンしました
焼き立てパンやモーニングメニューを楽
しめます。
営業時間　9:00～17:00※17:00以降は予

約営業可
その他　持ち帰り可
問合せ　ネオ こすたりか ミュージアムカ

フェ（☎56・0556）
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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。

ここにこハロウィン
お化けを題材にした展示をする
ほか記念撮影ができます。
と き� 10/26㈮～10/30㈫

似っ展�in�ここにこ
俳優や政治家などの似顔絵
作品を約150点展示します。
と き� 10/13㈯～10/21㈰

9:30～17:00

木とあそぼう��ここにこ
もくもくひろば
かんな削り体験や積み木、
印かん作りができます。
と き� 10/6㈯～10/8㈷

10:00～12:00、
13:00～15:00

おもしろサイエンスの日
ゴムであそぼう
小型ロボット操作や聴診器作
りなどを楽しみます。
と き 10/28㈰13:00～15:00

（随時参加可）

秋の星空観望会
秋の星座とアンドロメダ銀河を観察します。
と き 11/3㈷18:00～20:00（天候不順の場

合は11/4㈰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（抽選）
申込み� 10/22㈪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 10/27㈯～来年2/24㈰
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。

投映は各45分。各回に星
空解説あり。10/23㈫～
10/26㈮は投映休止

名古屋大学出前授業
瞬くオーロラと宇宙のさえずり
数秒ごとに瞬くオーロラの仕組みを紹介します。
と き� 11/11㈰13:30～15:00
講 師� 三好由純さん（宇宙地球環境研究所准教授）
申込み� 10/29㈪までにホームページで必要事項を入力
過冷却液体の不思議
冷却水が一瞬でシャーベット状になる原理を紹介します。
と き� 11/23㈷13:30～15:00
講 師� 川崎猛史さん（理学研究科助教）
申込み� 11/12㈪までにホームページで必要事項を入力
[共通事項]
定 員� 各40人（申込順）

その他：各種プログラムなど詳細は
ホームページ参照　申込み：10/15㈪
までにホームページで必要事項を入力

ゲームクリエーターになろう
とき 10/27㈯10:00～12:00、13:00～15:00
講師 小嶋秀徳さん（フリーランスプログラマー）

体�

験��

１

体�

験��

２

晩ごパン教室��パンを使って料理をつくろう
と�き 10/28㈰11:00～12:00
講師 山崎製パン㈱

体験プログラム

投映スケジュール
火～金曜日
時間 番組名
15:00 Feel the Earth Music 

by 葉加瀬太郎

土・日曜日、祝日、冬休み期間
（12/25㈫～来年1/6㈰）

時間 番組名
11:00 アンパンマン 星の色と

空の色
13:30 Feel the Earth ※冬休

み期間中はポケモンSM
15:00 ドラえもん

仮装して来て、ここにこで

ハロウィンを楽しもう！

©ERGサイエンスチーム
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問合せ　☎53・3153 　 53・3200　
休館日　月曜日、祝日、10/9㈫　   32402

問合せ　☎21・2301　 　9815

問合せ　☎61・3136
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10月

弥彦
（Ｆ Ⅰ）防府

（Ｆ Ⅰ）

富山
（Ｆ Ⅰ）

松山（Ｆ Ⅰ）ナイター

平塚
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

四日市
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

いわき平
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

立川
（Ｆ Ⅰ）

関東カップ

函館
（Ｆ Ⅰ）
ナイター

岐阜
（Ｆ Ⅰ）

広島
（Ｆ Ⅰ）

豊橋本場
ＦⅠ

前橋
寛仁親王牌

（G Ⅰ）

熊本記念
（G Ⅲ）

豊橋本場
開場６９周年記念

ちぎり賞争奪戦（GⅢ）

千葉記念
（G Ⅲ）

寄せ植え講座
季節の花を使って寄せ植えの方法を
学びます。
と き� 11/15㈭13:30～14:30
講 師� マルシェ＆カフェ はなやさい
定 員� 20人（申込順）
料 金� 1,500円
その他� 手話通訳・要約筆記などあり
申込み� 10/2㈫9:00から、さくらピア

金子貴志選手
通算500勝目前！
地元のエース金子貴志選手が8月15日㈬
時点で、500勝という記録達成を目前に
しています。500勝の達成は豊橋競輪場
では2人目の大記録です。金子選手は
10月27日㈯から始まる、ちぎり賞争奪
戦（今号11ページ参照）に出場予定で
す。これからも金子選手の熱い走りに
ご声援をお願いします。

クリスマスネーチャークラフト
生地からつくるナン＆カレー
まつぼっくりや木の実などを使った
リース飾りなどを作ります。
と き� 12/8㈯9:30～14:00
対 象� 5歳児～中学生と保護者
定 員� 10家族（抽選）
料 金� 1人500円
申込み� 10/3㈬～10/18㈭に少年自然

の家

パン教室
と き� 11/15㈭、12/20㈭、来年1/24㈭

（全3回）10:00～12:30
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� 荒木登喜子さん（パン教室講師）
定 員� 10人（申込順。初回優先）
料 金� 1,500円
その他� 手話通訳・要約筆記などあり
申込み� 10/2㈫9:00から、さくらピア

トワイライトライブ
中国伝統の擦

さ つ げ ん

弦楽器「二胡」
の演奏会です。
と き� 10/27㈯16:00～17:30 
出 演� 中村ゆみこさん（胡之

音会）ほか

早朝前売� 7:00����開門予定��10:00

自然体験活動指導者コラム
自然をまちなかにお届けします！
秋の少年自然の家では、ポトポトとどんぐりが落ちる
音、カサカサと落葉樹の葉が舞う音など耳からも秋の
自然を感じることができます。そんな自然を感じられる
クラフト体験を10月は、こども未来館、11月は、まちな
か歩行者天国で行います。この機会に、まちなかで秋
の自然を感じてください。

キャンプディレクター
小原　章
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