
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

11
月

風に乗る、水に浮かぶ、動
物に付着するなど、驚きの
手段で種子は子孫繁栄を
試みます。個性的な植物の
物語はどれも興味深く、千
差万別の生存戦略に深い
感銘を覚えます。

『スイカのタネは
なぜ散らばっているのか』
著者：稲垣 栄洋　絵：西本 眞理子

草思社2017.9

中央図書館企画展��明治150年
豊橋の近代を築いた者たち
神野金之助や小淵志ちなどの人
物像や功績を紹介します。
と き�11/10㈯～来年1/6㈰
記念講座�「明治50年」の豊橋�
建築から見た街の発展
と き�12/1㈯13:30～15:00
講 師�西澤泰彦さん（名古屋大

学環境学研究科教授）
定 員� 30人（申込順）
申込み� 11/1㈯から直接または電

話で中央図書館

図書館�de�法律��女性弁護士が教える！
やさしい相続と遺言
相続の事例や遺言書の書き方に
ついて、判例をもとに学びます。
と き� 12/15㈯13:30～15:30
ところ�中央図書館
講 師� 中村弥生さん（弁護士）ほか
定 員� 50人（申込順）
申込み� 12/6㈭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）

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

11/11㈰11:00 本郷地区市民館、
豊城地区市民館

11/16㈮11:00 南陽地区市民館
11/17㈯11:00 牟呂地区市民館
11/24㈯11:00 青陵地区市民館
12/8㈯10:30 石巻地区市民館
12/8㈯11:00 南部地区市民館

中央図書館��図書館フェスタ
と き� 11/23㈷～11/25㈰
主なイベント

＜関連イベント�高校生演劇公演＞
と き� 11/10㈯～11/18㈰
出 演� 豊橋東・時習館・豊橋中央・桜丘高校
[共通事項]
その他� 一部、予約制のイベントあり。申込

方法など詳細はホームページ参照

とき 内容
11/23㈷ 英語多読の体験会
11/24㈯ 手製本ワークショップ
11/25㈰ iPadを使った絵本づくり
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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

二川宿本陣まつり  大名行列
松平伊豆守信明の行列、鼓笛隊な
どが旧東海道を練り歩きます。
と き 11/4㈰12:30～15:30
ところ 二川宿本陣資料館と周辺
その他 9:00から二川宿本陣資料

館でステージパフォーマン
スや飲食物の販売などあ
り。当日の交通規制など詳
細はホームページ参照

問合せ 二川宿本陣資料館

中村正義 「夕陽」1949年

大人の寺子屋 
楽しく学んで、美味しく食べよう
江戸時代のお金について学び、学校給
食を食べます。
と き 11/28㈬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 11/8㈭10:00～11/20㈫17:00に

電話で駒屋

ばぁばのランチ
旬の東三河の食材を使った食事
を楽しみます。
と き 11/16㈮11:30～13:30
ところ 駒屋
定 員 40人程度（申込順）
料 金 800円
申込み 11/6㈫10:00から電話で

駒屋

駒屋  季節の煎茶体験
と き 11/4㈰10:00～15:00
料 金 400円

和創作  ポインセチア
クリスマス額装仕立て
と き 11/21㈬13:00～16:00
ところ 駒屋
定 員 10人（申込順）
料 金 3,500円
申込み 11/7㈬10:00から電話で駒屋

駒屋でXmasライブ♪2018
ゴスペルグループが歌声を披露します。
と き 12/9㈰11:00～12:00、14:00～

15:00（各30分前開場）
定 員 各25人（申込順）
料 金 各2,000円（飲み物、軽食付き）
申込み 11/10㈯10:00から料金を駒屋

市田柿で干し柿をつくろう
と き 11/10㈯9:30～11:30、13:30～15:30
ところ 駒屋　定員　各30人（申込順）
料 金 各2,500円
持ち物 ピーラー（皮むき器）
その他 2週間干した後に各自で引き取り。

柿の成長により日程の変更あり
申込み 11/3㈷10:00から電話で駒屋

特別展示室
日本画の5人  三河の風景
中村正義らが郷里を主題に描いた作品を紹介
します。
と き 11/23㈷～来年2/3㈰

ルネ・ラリックの香水瓶
ミュージアムコンサート
展覧会をイメージした曲目を野
外で演奏します。
と き　11/10㈯11:00
出 演　豊橋交響楽団
その他　雨天時は館内で開催

豊橋市民展
日本画・洋画・彫刻・デザイン
と き　11/27㈫～12/2㈰
その他　12/1㈯14:00に表彰

式あり
写真・書道
と き　12/4㈫～12/9㈰
その他　12/8㈯14:00に表彰

式あり
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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※11/19㈪は臨時開館

子育てプラザ（0〜3歳児）の情報は今号
26ページの「パパママ」に掲載しています。

紙の動物園
紙で作った動物模型を展示します。
と き	 11/17㈯〜12/9㈰9:30〜

17:00

あつまれ！	
あいちのじどうかん
県内16の児童館職員がさ
まざまな遊びを紹介します。
と き	 11/3㈷10:45〜

15:30

イルミネーション工作
ランプシェードを作ります。
と き	 11/24㈯、11/25㈰

10:00〜12:00、
13:00〜15:00

めざせバルーンアートの達人（中級）
細長風船で動物やキャラクターを作
ります。
と き 11/18㈰、12/8㈯、来年1/12㈯、

2/9㈯（全4回）13:30〜15:00
定 員 10人（抽選）
料 金 2,000円
申込み 11/10㈯までにホー

ムページで必要事
項を入力

ワークショップ
光と色であそぶLED実験工作
イルミネーションの光り方を電子部品を
使って学びます。
と き 11/24㈯10:00〜12:00
対 象 小学3年生以上
定 員 15人（申込順）
料 金 2,000円
申込み	 11/23㈷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
身近な材料で楽しいおもちゃ
ジャイロリングやロールバック缶な
どを作ります。
と き 11/25㈰13:00〜15:00（随

時、参加可）

こども未来館
伊藤 友香

名古屋大学出前授業	
航空機を用いた台風の観測
超大型台風の目の中を航空機で観測し
たようすを紹介します。
と き	 12/2㈰13:30〜15:00
講 師	 坪木和久さん（宇宙地球環境研

究所教授）
定 員	 40人（申込順）
申込み	 11/26㈪までにホームページで必

要事項を入力
ジャイロリング

ミニワークショップ
ゴムの力でとぶ飛行機
スチレンペーパーと輪ゴムを使って
飛行機を作ります。
と き	 11/3〜11/24の土・日曜日、

祝日11:50
定 員	 各10人（先着順）
料 金	 各400円

申込み：体験1は11/1㈭〜11/15㈭、
体験2は11/16㈮〜11/30㈭に
ホームページで必要事項を入力

蜜ろうをつかってキャンドルをつくろう！
とき 11/24㈯
講師 豊橋市養蜂組合

体	

験		

１

体	

験		

２

デザイン書道家になろう！		年賀状をおもしろくデザイン
と	き 12/8㈯
講師 鈴木愛さん（デザイン書道作家）

体験
プログラム

今にも動きだしそうな動

物たちをご覧ください。
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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

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㈮

11月

富山
（ＦⅠ）

青森
（ＦⅠ）

小田原
（ＦⅠ）

西武園
（ＦⅠ）

川崎
（ＦⅠ）

和歌山
（ＦⅠ）

岐阜
（ＦⅠ）

高松
（ＦⅠ）

久留米
（ＦⅠ）
ナイター

久留米
（ＦⅠ）
ナイター

川崎
（ＦⅠ）
ナイター

京王閣
（ＦⅠ）
ナイター

武雄
（ＦⅠ）

西日本カップ

豊橋本場
ＦⅡ

豊橋本場
ＦⅠ

豊橋本場
ＦⅠ

小倉
競輪祭
（GⅠ）
ナイター

防府記念
（GⅢ）

取手記念
（GⅢ）

11月は豊橋競輪が熱い！
11月は本場開催を3回実施します。競輪選
手の迫力あるレースを生で見ることがで
きるほか、勝利者インタビューや優勝選手
とのじゃんけん大会などがあり、競輪選手
を身近に感じることができる絶好の機会
です。ぜひ、豊橋競輪場に来場して、お気
に入りの選手を見つけてください。

早朝前売	 7:00				開門予定		10:00

お正月飾りづくりと餅つき
つきたてお餅は美味しいよ！
正月用の飾りを作り、杵と臼で餅を
ついて食べます。
と き	 12/16㈰9:30～14:00
対 象	 5歳児～中学生と保護者
定 員	 12家族（抽選）
料 金	 1人600円
申込み	 11/1㈭～11/15㈭に少年自

然の家

お正月用のし餅づくり
お雑煮が楽しみだね！
2升分の餅をついて、のし餅を作ります。
と き	 12/23㈷9:30～14:00
対 象	 5歳児～中学生と保護者
定 員	 12家族（抽選）
料 金	 2,000円
申込み	 11/1㈭～11/15㈭に少年自

然の家

書道教室
と き	 11/29㈭、12/13㈭、来年1/10㈭、1/24㈭、2/7㈭、2/21㈭（全6回）10:00～12:00
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	 本田栄子さん（書道師範）
定 員	 10人（申込順）　料金　500円
その他	 手話通訳、要約筆記などあり
申込み	 11/1㈭9:00から、さくらピア

スポーツ吹矢教室
と き	 12/1㈯、12/22㈯、来年1/12㈯、

1/26㈯、2/2㈯、2/23㈯（全6
回）14:00～16:00

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	 伊東久夫さん（愛知県スポー
ツ吹矢協会）

定 員	 10人（申込順）　料金　150円
その他	 手話通訳、要約筆記などあり
申込み	 11/1㈭9:00から、さくらピア

絵手紙教室
と き	 11/27㈫、12/4㈫、12/11㈫、 

来年1/22㈫（全4回）13:00～
15:00

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	 坂上明子さん（絵手紙講師）
定 員	 20人（申込順）　料金　500円
その他	 手話通訳、要約筆記などあり
申込み	 11/1㈭9:00から、さくらピア
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