
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

「　　　　」＆

さくらピア＆

公共施設で開催するイベントを紹介します。

スタッフの
おすすめ本

子ども読書の日�図書館こどもフェスタ
と き� 4/25㈯～5/6㉁　ところ　中央図書館
その他� イベント時間など詳細はホームページ参照
問合せ� 中央図書館

4
月

豊橋に引っ越してきた女子
高校生が、先輩らとの交流
を通じ、豊橋特有の文化を
知っていきます。市電専用
の信号機があること、放課
や校区を方言だと思ってい
ないなどの「豊橋あるある」
を、強烈な三河弁と共に漫
画で紹介しており、地元愛
あふれる1冊です。

『だもんで豊橋が好きって
言っとるじゃん！』

著者：佐野 妙　竹書房 2020.2

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・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
4/11㈯11:00 中部地区市民館
4/17㈮11:00 南陽地区市民館
4/18㈯15:00 市民文化会館
4/25㈯11:00 青陵地区市民館、アイプラザ豊橋

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、しかけえほんてん
4/26㈰ ぬいぐるみのとしょかんおとまり会
4/26㈰、5/2㈯ 図書館探検隊
4/29㈷、5/4㈷、5/6㉁ キッズシネマ in 図書館
4/29㈷、5/5㈷ 工作教室 かわいいあおむしをつくろう！
5/6㉁ ペネロペのおはなし会＆上映会

ほっとシネマ�in�図書館
映画①「天使のいる図書館」、②「ポテチ」を上映
します。
と き� ①4/18㈯②5/16㈯14:00
ところ� 中央図書館
定 員� 各100人（先着順）
問合せ� 中央図書館

©佐野妙／竹書房
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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

広重vs北斎�ふたりが描いた東海道
東海道をテーマにした版画を
約110点展示します。
と き� 4/18㈯～6/7㈰
ギャラリートーク
と き� 4/25㈯、5/10㈰14:00
講 師 当館学芸員
［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2020
バンドや二胡の演奏、飲食物・雑
貨の購入などを楽しめます。
と き 4/26㈰10:00～16:00
ところ 駒屋
問合せ� 駒屋

子どもパフォーマンス�
書道LIVE
音楽と書道の共演を楽しめます。
と き 5/3㈷10:30～12:00
ところ 駒屋
その他� 5/16㈯～6/14㈰に駒屋

で書道作品を展示
問合せ� 駒屋

二川宿本陣まつり��
五月人形展�端午の節句
と き� 4/11㈯～5/10㈰
本陣体験講座�鎧

よろい

・兜
かぶと

を着てみよう
と き� 4/29㈷10:00、11:00、13:00、

14:00、15:00
対 象� 身長140cm以下の3歳児～小学生
定 員� 各10人（申込順）
申込み� 4/4㈯10:00から二川宿本陣資料館
本陣カップ�赤ちゃんハイハイレース
と き� 5/2㈯10:30、14:00
対 象� ハイハイができる未歩行の赤ちゃん
定 員� 各24人（申込順）
申込み� 4/5㈰10:00から二川宿本陣資料館
［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

月岡芳年「義経記五條橋之図」1881年

棘葉形杏葉

芳年�激動の時代を生きた鬼才浮世絵師
月岡芳年が幕末や明治時代に描いた浮世絵を約260点展
示します。
と き 4/18㈯～5/31㈰
観覧料� 一般800（600）円、小学生～高校生400（300）円 

※（　）内は前売・団体料金
記念ギャラリートーク
と き 4/18㈯11:00　講師　西井正氣さん（日本画家）
料 金 無料（観覧料必要）
記念講演会�芳年�魅力のからくり
と き 4/25㈯14:00
講 師 神谷浩さん（徳川美術館副館長）
定 員 80人（先着順）

春の特別公開�重要文化財�
馬越長火塚古墳出土品
金で飾られた馬具や勾玉、須恵
器などを約100点公開します。
と き 4/28㈫～5/10㈰
問合せ� 文化財センター（☎56・

6060）

コレクション展�美術資料�
木版の味わい�志功と民次
棟方志功と北川民次の木版画などを約20点展示します。
と き 5/31㈰まで

和創作�季節の布遊び�
ちりめんで作る端午の吊り毬

まり

♪
と き 4/15㈬13:00～16:00
ところ 駒屋
定 員� 10人（申込順）
料 金� 3,500円
申込み� 4/8㈬10:00から駒屋

歌川広重「保永堂版吉田」

15 広報とよはし 令和2年4月



問合せ　☎21・5525
休館日　水曜日（4/4を除く）、4/30㈭
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。

シャボン玉広場�芝生広場で�
いっぱいシャボン玉を飛ばそう！
と き� 4/29㈷、5/2㈯、5/3㈷12:00～

16:00

ハッピースマイルピクニック
和菓子細工やリボンの勲章作りなど
を体験できます。
と き� 4/25㈯、4/26㈰9:00～17:00

ニコリンがあつめた100個の�
ダジャレなぞなぞにチャレンジ！
と き� 4/11㈯～4/26㈰9:30～17:00

おもしろサイエンスの日�
紙で遊ぼう
切り紙や六角返し、サイコロなどを
作ります。
と き 4/26㈰13:00～ 15:00（随

時、参加可）

電気工作教室�A
ア ル デ ュ イ ー ノ

rduinoマイコン入門
ロボットを動かすプログラミングの仕組みを学びます。
と き� 5/23㈯、6/13㈯、6/27㈯、7/11㈯、8/8㈯、8/22㈯（全6回）13:30～15:00
対 象� 小学2年生以上　定員　10人（抽選）　料金　3,000円
持ち物�ノートパソコン（Windows10）
申込み� 4/24㈮までにホームページで必要事項を入力

プラネタリウム番組
と き 5/6㉁まで
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。4/11㈯、4/25㈯15:30

は学芸員による星空解説あり。期間中、星の王
子さまのメイキング映像や小道具などを展示

まちなかで星を見よう
天体望遠鏡で月や金星などを観察
します。
と き� 5/2㈯19:00～21:00（天候

不順の場合は5/3㈷に順延）
ところ� 豊橋駅東口ペデストリア

ンデッキ
その他� 順延・中止の決定は当日16:00

以降にホームページに掲載

4/8㈬～4/30㈭の火～金曜日
時間（45分） 番組名
15:00 季節の星空、星の王子さま

投映スケジュール
4/7㈫までの火～金曜日、土・日曜日、祝・休日
時間（各30分） 番組名
10:30、14:30 クレヨンしんちゃん
13:00 えんとつ町のプペル
15:30 星の王子さま

ワークショップ�
これからのまち空間を考える会
まち空間のリニューアルに向け、課題
や意見を出し合います。
と き� 5/8㈮13:30
定 員� 20人（申込順）
申込み� 4/29㈷までに電話で、こども

未来館

問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　休館日　月曜日

大人と子ども、
どちらが先に分かるかな？

©D&Dピクチャーズ
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問合せ　☎61・3136
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4月

武雄記念
（ＧⅢ）

宇都宮
（ＦⅠ）

関東カップ

小松島（ＦⅠ）
西日本カップ

豊橋
（ＦⅠ）

ジャパンカップ

京王閣
（ＦⅠ）
ナイター

小田原
（ＦⅠ）

豊橋
（ＦⅡ）
ナイター

名古屋
（ＦⅠ）

福井
（ＦⅠ）

伊東温泉
（ＦⅠ）

立川
（ＦⅠ）

平塚記念
（ＧⅢ）

豊橋
（ＦⅠ）

高知記念
（ＧⅢ）

西武園記念
（ＧⅢ）

奈良
（ＦⅠ）
ナイター

四日市
（ＦⅠ）
ナイター

松戸
（ＦⅠ）
ナイター

ささゆりの里と�
表浜海岸�渚ウォーキング
ササユリの観賞や砂遊びなどをします。
と き� 5/30㈯10:00～15:00
対 象� 小・中学生と保護者
定 員� 10家族（抽選）
料 金� 200円

さくらカフェ��
緑のカーテンを作ろう
ゴーヤの育て方や葦毛湿原、汐川干潟など
について学びます。
と き� 5/13㈬13:30～15:00
講 師� 大久保昌良さん（㈲末広種苗）ほか
定 員� 30人（申込順）　料金　500円

地元選手紹介��
97期�太田剛司選手
27歳の時に転職し、毎月2回バンクで
練習できる愛好会に参加することから
競輪選手を目指した太田選手。1月に
39歳でS級に初昇格し、「今年の目標
は、昨年の自分を超えること。」と意気
込んでいます。まだまだ伸び盛りの太
田選手に、熱い声援をお願いします！

早朝前売� 7:30����開門予定��10:00

クラフト教室
つるし飾りや小物入れなどを作り
ます。
と き� 5/10㈰、6/14㈰、7/12㈰、

12/13㈰、来年1/10㈰、2/14㈰
（全6回）13:30～15:30

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� 水野香代子さん（クラフトア
ドバイザー）

定 員� 30人（申込順）　料金　100円

木登り体験
ロープや保護具を使って木に登
ります。
と き� 5/24㈰10:00～12:00、

13:00～15:00
ところ� 桜ヶ丘公園
対 象� 障害者手帳を所持する小

学生～高校生と付添者
講 師� ツリークライミングジャ

パン
定 員� 各10人（申込順）
料 金� 各500円

シェアリングネイチャー�
ウェルネス体験講座
森で聞こえた音を記号や形にして
紙に表現します。
と き� 5/31㈰10:00～13:00
対 象� 16歳以上の方
定 員� 10人（抽選）
料 金� 500円

自然体験活動�
アシスタント講習会
自然の中で見て、聞いて、触れる楽
しさをゲームで学びます。
と き� 5/17㈰9:00～15:00
対 象� 16歳以上の方
定 員� 10人（申込順）

問合せ　☎53・3153　  53・3200　  32402
休館日　月曜日、祝日　その他　手話通訳・要約筆記などあり　
申込み　4/1㈬9:00から、さくらピア

申込み　4/4㈯～4/19㈰に少年自然の家
問合せ　☎21・2301　 　9815
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