
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＆

赤ちゃん絵本ボランティア育成講座
赤ちゃんへの絵本の読み聞かせ方法などを学び
ます。
と き�5/30～7/11の木曜日（6/27、7/4を除

く。全5回）10:00～11:30
ところ�中央図書館
定 員� 30人（抽選）
その他� 6か月児からの託児あり（予約制。定員8人

（抽選）。おやつ代1回50円必要）
申込み �5/17㈮までに直接または電話で中央図

書館※ホームページからも申し込み可

とき（各40分） ところ
5/11㈯10:30 二川地区市民館
5/11㈯11:00 豊岡地区市民館、前芝校区市民館
5/17㈮11:00 南陽地区市民館
5/18㈯15:00 市民文化会館

5/25㈯11:00
北部地区市民館、青陵地区市民
館、アイプラザ豊橋

5
月

小笠原諸島の自然や鳥の
不思議を軽快に語るだけ
でなく、島での経験を赤
裸々に、面白おかしく描い
ています。鳥類学者の生き
方についても楽しく知るこ
とができます。

『鳥類学者だからって、�
鳥が好きだと思うなよ。』

著者：川上 和人
新潮社 2017.4

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・向山・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

古文書に親しむ講座（入門編）
と き�5/11㈯、5/18㈯、5/25㈯

（全3回）10:00～11:30
ところ�中央図書館
対 象 �古文書を初めて学ぶ方
講 師 �藤井奈都子さん（愛知大

学非常勤講師）
定 員 �20人（抽選）
申込み �5/1㈷～5/10㈮に直接ま

たは電話で中央図書館

大清水図書館にティーンズ
ルームができました
勉強や進路選択に役立つ本や
息抜きになる本が揃っています。
問合せ�大清水図書館
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問合せ　☎51・2882　　休館日　月曜日（5/6㉁を除く）

問合せ　二川宿本陣資料館 ☎41・8580、
　　　　駒屋 ☎41・6065
休館日　月曜日（5/6㉁を除く）、5/7㈫

二川宿本陣まつり
と き 5/5㈷
本陣茶会
抹茶（菓子付き）を提供します。
時 間 10:00～15:00　定員　300人（先着順）
琴のしらべ
時 間� 14:00　出演　箏曲 壁谷和子社中
[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

吉田藩主の松平信祝が、三十六歌仙の一人の柿本人麻呂を描
いた掛軸で、膝を立てた衣冠姿に紙と筆を持つ定番の老人像
で描かれています。和歌を好んだ信祝は、没後に歌集がまとめ
られるほど多くの作品を残しました。歌聖と称えられる人麻呂
は、信祝にとって崇敬の対象の一人だったのかもしれません。

学芸員の作品紹介

松平信祝筆「人麻呂像」（部分）

コレクション展��歴史資料 
東三河の歌人たち
吉田藩主の歌集など和歌の資料
を紹介します。
と き 5/18㈯～7/7㈰

コレクション展��陶磁資料 
涼を呼ぶ器
涼しさを演出する酒器や鉢などを紹介します。
と き 5/18㈯～7/7㈰

コレクション展��美術資料�
原風景を求めて
新収蔵作品を中心に風景画を紹介します。
と き 5/18㈯～7/7㈰

コレクション展��民俗資料�
戦争が残したモノ
寄せ書きした日章旗などを紹介します。
と き 5/18㈯～7/7㈰

ほんじん講座
地図と古写真で豊橋の歴史や
東南海地震について学びます。
と き� 5/25㈯13:30～15:30
ところ� 二川宿本陣資料館
講 師� 当館学芸員ほか
定 員� 50人（申込順）
料 金� 無料（展示見学の場合は

入館料必要）
申込み 5/8㈬10:00から電話で

二川宿本陣資料館

和創作��季節の布遊び�
ちりめん金魚のアクアリウム
ちりめん細工で金魚を作り、ガラス
の中に飾ります。
と き 5/15㈬13:00～16:00
ところ 駒屋　定員  10人（申込順）
料 金 3,000円
申込み 5/3㈷10:00から電話で駒屋

本陣古文書講座（初級コース）
江戸時代の古文書を基礎から学びます。
と き 5/18㈯、6/1㈯、6/15㈯、6/29㈯、

7/13㈯（全5回）13:30～15:00
（6/29は10:00～11:30）

ところ 二川宿本陣資料館
講 師 美術博物館学芸員
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 5/4㈷10:00から電話で二川宿本陣

資料館

大人の寺子屋�
楽しく学んで、美味しく食べよう
江戸時代の時間について学び、学校給食を
食べます。
と き 5/29㈬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 5/8㈬10:00～5/21㈫に電話で駒屋

二川の笑み、宿場の笑い�
二川寄席
と き 5/19㈰13:30～15:00
ところ 駒屋
出 演 愛知大学落語研究会
定 員 35人（申込順）
料 金 300円
申込み 5/5㈷10:00から電話で駒屋
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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
30ページの「パパママ」に掲載しています。

あそびマルシェ
折り紙と将棋を楽しめます。
と き� 5/12㈰13:00～15:00

（将棋は17:00まで）

eスポーツ��ぷよぷよ
デジタルゲームを使った競技
の体験などを行います。
と き� 6/1㈯～6/16㈰9:30～

17:00

はぴはっぴママフェスタ
鉢植え作りやステージパフォー
マンスなどを楽しめます。
と き� 5/12㈰10:00～16:00
料 金� 無料（一部除く）
その他� ステージイベントの内容

など詳細はホームペー
ジ参照

駅前星空観望会
月面を観察します。
と き 5/18㈯19:00～21:00（天

候不順の場合は中止）
ところ� 豊橋駅東口ペデストリア

ンデッキ
その他� 中止決定は当日16:00以

降にホームページに掲載

科学実験クラブ
空気、音、温度などをテーマに実験します。
と き 6/22㈯、7/6㈯、7/20㈯、8/3㈯9:30～11:00、

13:30～15:00（各全4回）
対 象� 小学3年～中学生
定 員� 各10人（抽選）
料 金� 各2,000円
申込み� 6/7㈮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�
エコー糸電話
4種の糸電話を作り、聞こえ方の違い
を実験します。
と き� 5/3～5/25の

土・日曜日、祝
日11:50

料 金� 各100円

春の星空観望会
月、木星、ガリレオ衛星などを観察し
ます。
と き� 6/15㈯19:30～21:00（天候

不順の場合は6/16㈰）
対 象� どなたでも（中学生以下は保

護者同伴）
定 員� 80人（申込順）
申込み� 随時、ホームページで必要事

項を入力

手作りトマトケチャップに挑戦！
とき 5/25㈯ 講師 コーミ㈱

体�

験��

１

体�

験��

２

和菓子職人になろう
とき 6/1㈯ 講師 ㈱お亀堂

SOZOこどもクッキング
とき 6/8㈯ 講師 豊橋創造大学短期大学部

体�

験��

３

体験
プログラム

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：5/1㈷～5/15㈬
にホームページで必要事項を入力

©セガ
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問合せ　☎53・3153  53・3200　 32402
休館日　月曜日、祝日

問合せ　☎21・2301　 　9815

問合せ　☎61・3136
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5月

宇都宮記念
（GⅢ）

静岡
（FⅠ）

岐阜
（FⅠ）

富山
（ＦⅠ）

伊東温泉
（ＦⅠ）

大宮
（ＦⅠ）

松山
全プロ

（ＦⅡ）

函館
（ＦⅠ）
ナイター

久留米
（ＦⅠ）
ナイター

川崎
（ＦⅠ）
ナイター

豊橋本場
FⅠ

平塚記念
（GⅢ）

富山
（ＦⅠ）

玉野
（ＦⅠ）
ナイター

松戸日本選手権
（GⅠ）

さくらカフェ��消費税を知ろう
スイカを食べながら、市税の制度改正に
ついて学びます。
と き� 6/5㈬13:30～15:00
定 員� 30人（申込順）
料 金� 300円
その他� 手話通訳・要約筆記などあり
申込み� 5/7㈫9:00から、さくらピア

豊橋けいりんマルシェ＆�
バンク（競走路）ウォーキング体験
東三河のB級グルメや競走路のウォー
キングを楽しめます。
と き� 5/26㈰9:30～16:30
その他 イベント内容など詳細はホーム

ページ参照

クラフト教室
と き� 5/12㈰、6/9㈰、7/14㈰、12/8㈰、

来年1/12㈰、2/9㈰（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
その他� 手話通訳・要約筆記などあり
申込み� 5/7㈫9:00から、さくらピア

早朝前売� 7:00����開門予定��10:00

風鈴てるてるまつり
てるてる坊主を作り、風
鈴とともに展示します。
と き� 6/1㈯～7/7㈰

自然体験活動指導者コラム
ネイチャーゲームを知っていますか？
ネイチャーゲームとは、見る、触る、嗅ぐなどの感覚を使って身近な
自然を体験することです。森や川、海などでは、
さまざまな形・色、模様をした植物や生き物を
見つけることができます。日常生活から離れた
自然環境の中で、新しい発見をする楽しさを
体験してください。
カサカサと葉が舞う音を楽しんだり、自然の色
に溶け込んでいる昆虫探しなどに挑戦したり
しながら、四季を感じてみませんか。

キャンプディレクター・
ネイチャーゲーム指導員
小原　章

少年自然の家をご利用ください
野外炊飯、宿泊体験などの活動を通して社会
性を養います。
と き� 随時（月曜日、12/29㈰～来年1/3㈮

を除く）
対 象� 10人以上の団体
その他� 料金など詳細はお問い合わせください
申込み� 希望日の1か月前までに少年自然の家
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