
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＆

4
月

米や肉など食材を一から
育ててカレーライスを作る
という、実際に行われた授
業の記録です。食材には命
があり、生きるためにその
命をいただく。当たり前と感
じていることを改めて考え
るきっかけとなる1冊です。

『カレーライスを一から作る�
関野吉晴ゼミ』

著：前田 亜紀
ポプラ社 2017.11

司文庫展�
レオナルド・ダ・ヴィンチの生涯
ダ・ヴィンチの作品や生涯をパネルや
美術書で紹介します。
と き 4/20㈯～5/26㈰
ところ�中央図書館
＜関連イベント��
　英語絵本の読み聞かせ＞
と き�①5/4㈯14:30②5/11㈯15:30
ところ�①大清水図書館②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・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
4/13㈯11:00 中部地区市民館
4/19㈮11:00 南陽地区市民館
4/20㈯15:00 市民文化会館

4/27㈯11:00 青陵地区市民館、
アイプラザ豊橋

子ども読書の日��図書館こどもフェスタ
と き�4/20㈯～4/29㈷　ところ　中央図書館
その他�向山・大清水図書館でもイベントを開催。内容など詳細はホームページ参照
問合せ�中央図書館

中央図書館の主なイベント
とき イベント名
期間中 クイズラリー、ぬり絵
4/20㈯10:30 図書館探検隊
4/21㈰10:30 おはなし会＆上映会
4/27㈯10:30～
　　　12:00 はじめての絵本相談コーナー

4/28㈰10:30 工作体験、おはなし会 
4/28㈰14:00 ヨム☆ヨム特別篇
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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

動物の彫刻家として知られる三沢厚彦のAnimal
シリーズから、ウサギをモチーフにした作品を設
置しました。木彫りのぬくもりと、なんともいえ
ない表情のユーモラスなウサギたちに会いに、
ぜひお越しください。

学芸員の作品紹介

三沢厚彦
「Animal2019-02」
©Misawa Atsuhiko

重要文化財��馬越長火塚古墳�
出土品の特別公開
金で飾られた馬具や美し
い玉などを公開します。
と き 4/23㈫～5/12㈰
問合せ 文化財センター（☎

56・6060）

豊橋美術展
東三河の美術作家による選抜作品約350
点を紹介します。
と き� [絵画・彫刻・デザイン]4/23㈫～

4/28㈰[写真・書道]4/30㉁～5/5㈷

コレクション展��歴史資料�
吉田藩の家臣たち�新収蔵資料から
吉田藩士の家に伝わる歴史資料を紹介し
ます。
と き� 4/6㈯～5/19㈰

コレクション展��陶磁資料�
花の装い
梅や椿などを題材にした焼き物を
紹介します。
と き� 4/6㈯～5/19㈰

コレクション展��美術資料�
平成の断片
平成時代に描かれた絵画を紹介
します。
と き� 4/6㈯～5/19㈰

展示室前ラウンジに三沢厚彦の
Animalシリーズ��ウサギを設置しました
＜関連企画�特別展示��ようこそ、小さな動物園へ＞
収蔵品の中から動物に関する作品を展示します。
と き� 4/2㈫～5/12㈰

二川宿本陣まつり�
五月人形展��端午の節句
武者人形や兜

かぶと

飾り、鯉のぼりなどを展
示します。
と き� 4/13㈯～5/12㈰
本陣体験講座��鎧

よろい

・兜を着てみよう
と き 4/27㈯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 4/6㈯10:00から電話で二川宿本陣資料館
端午の節句��折り紙教室
と き 4/27㈯10:00～15:00
本陣カップ��赤ちゃんハイハイレース
と き 4/28㈰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20人（申込順）
申込み 4/7㈰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

和創作��季節の布遊び�
ちりめん押絵で作る金太郎♪
熊にまたがる金太郎を押絵で額仕立てにします。
と き 4/17㈬13:00～16:00　ところ　駒屋　定員　10人（申込順）
料 金 3,000円　申込み　4/3㈬10:00から電話で駒屋

和菓子作り体験講座
桜餅を作ります。
と き 4/12㈮13:30～16:00　ところ　駒屋
定 員 12人（申込順）　料金　1,000円
申込み 4/3㈬10:00から電話で駒屋

館蔵品展��道中案内・名所案内
江戸時代の日本各地の地図を展示します。
と き� 4/20㈯～6/9㈰9:00～17:00
ギャラリートーク
と き� 4/21㈰、5/4㈷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
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問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　　休館日　月曜日

問合せ　☎21・5525
休館日　水曜日

子育てプラザ（0～3歳児）の情報は今号
34ページの「パパママ」に掲載しています。

つながるーぷで�
あそんでアートしよう！
ファスナーで繋がる円柱形のお
もちゃで遊べます。
と き� 4/29㈷、4/30㉁10:00～

16:00

まちなか連携企画��こどもおやさい作り隊
苗植えから収穫までを体験し、収穫した野
菜を調理して食べます。
と き� 5/18㈯、6・8月の当館指定日（全3回）
定 員� 20人（申込順）
申込み� 4/8㈪から電話で、こども未来館

ハッピーすまいるピクニック
飲食物の販売やハンドクラフト
体験など約20店舗が出店します。
と き� 4/20㈯、4/21㈰9:30～

17:00
その他� 出店者など詳細はホー

ムページ参照

めいろいろいろ
さまざまな迷路を楽しめます。
と き� 4/13㈯～5/6㉁9:30～17:00
ビー玉めいろづくり
と き� 4/14㈰10:00～16:00
定 員� 100人（先着順）
料 金� 100円
あるいて！きょだいめいろ
と き� 4/27㈯～5/6㉁9:30～16:00

おもしろサイエンスの日�
紙で遊ぼう
切り紙・六角返し・サイコロなどを作
ります。
と き 4/28㈰13:00～15:00（随

時、参加可）

ミニワークショップ�
ストーンペイント
小石でインテリア雑貨を作ります。
と き 4/6～4/21の土・日曜日11:50

電気工作クラブ�
A
アルデュイーノ
rduinoマイコン入門

マイコンを使ってロボットの原理を学び
ます。
と き� 5/25㈯、6/15㈯、6/29㈯、

7/13㈯、8/3㈯、8/24㈯（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� 15人（抽選）　料金　3,000円
持ち物�ノートパソコン（Windows7以

降またはOS X以降）
申込み� 4/26㈮までにホームページで

必要事項を入力

バルーンアート��入門編
風船で動物やキャラクターなどを作り
ます。
と き� 4/21㈰、5/19㈰、6/9㈰、7/7㈰

（全4回）13:30～15:00
対 象� 小学3年生以上（小学生は保

護者同伴）
定 員� 10人（抽選）
料 金� 2,300円
申込み� 4/12㈮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　 32402
休館日　月曜日、祝日、4/30㉁

問合せ　☎21・2301　 　9815

問合せ　☎61・3136
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4月

川崎記念
（GⅢ）
ナイター

伊東温泉
国際自転車
トラック競技

支援競輪
（GⅢ）

高知記念
（GⅢ）

小松島
（FⅠ）

防府
（FⅠ）

福井
（FⅠ）

静岡
（ＦⅠ）

四日市
（ＦⅠ）
ナイター

平塚
（ＦⅠ）
ナイター

久留米
（ＦⅠ）
ナイター

函館
（ＦⅠ）
ナイター

前橋
（ＦⅠ）

関東カップ

大垣
（ＦⅠ）

西日本カップ

豊橋本場
FⅠ

豊橋本場
FⅡ

松阪
（FⅠ）

岸和田
（FⅠ）

武雄記念
（GⅢ）

小倉
（ＦⅠ）
ナイター

松戸
（ＦⅠ）ナイター

広島
（ＦⅠ）

松戸日本選手権（GⅠ）

京王閣
（ＦⅠ）
ナイター

松山
（ＦⅠ）
ナイター

木登り体験
ロープや保護具を使って木に登ります。
と き� 5/19㈰10:00～12:00、13:00～15:00
ところ� 桜ヶ丘公園（雨天時は、さくらピア

体育館）
対 象 障害者手帳を所持する小学生～

高校生（付添者同伴）
定 員� 各10人（申込順）　料金　各500円
その他� 車いすの方も参加可。手話通訳・要約筆記などあり
申込み� 4/2㈫9:00から、さくらピア

地元選手紹介
65期��白井一機選手
デビューから29年を迎える白井選手は
常に第一線で走り続けてきたベテラン
選手です。けがをしても不屈の闘志で
レースに復帰する姿は周りの選手の
手本となっています。持ち前の持久力
をいかしたレース展開を続けられるよ
う、日 ト々レーニングに励んでいます。

夏のネイチャーゲーム体験会
ささゆりの里周辺を歩き、表浜海岸で
貝殻や砂を使って遊びます。
と き� 6/8㈯10:00～15:00
対 象� 小・中学生と保護者
定 員� 10家族（抽選）
料 金� 1人100円
申込み� 4/6㈯～4/20㈯に少年自然

の家

視覚障害者卓球STT�
（サウンドテーブルテニス）教室
と き� 4/13㈯、7/7㈰（全2回）

10:00～15:00
対 象� 障害者手帳（視覚）所持者 

（重度障害者は介護者同伴）
定 員� 10人（申込順）　料金　500円
その他� 当日、運営を手伝うボラ

ンティアを募集
申込み� 4/2㈫9:00から、さくらピア

早朝前売� 7:00����開門予定��10:00

さくらカフェ�
緑のカーテンを作ろう
ゴーヤの育て方や、ごみの分別に
ついて学びます。
と き� 5/9㈭10:30～12:00
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
その他� 手話通訳・要約筆記などあり
申込み� 4/2㈫9:00から、さくらピア

キャンプスタッフ講習会
キャンプの案内人になろう！
火おこしや野外炊飯、ロープの使い
方を学びます。
と き� 6/1㈯10:00～16:00
対 象� 市内在住で18歳以上の方
定 員� 10人（申込順）
料 金� 1,000円
申込み� 4/6㈯～4/20㈯に少年自然

の家
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