
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＆

公共施設で開催するイベントを紹介します。

とよはしアーカイブ公開記念
デジタル化した和装本・絵図・地図
本丸二之丸略絵図など
デジタル化した資料の
原本を展示します。
と き� 6/1㈯～6/25㈫
ところ� 中央図書館
その他� 関連イベントな

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
6/1㈯11:00 南部地区市民館
6/8㈯10:30 石巻地区市民館
6/15㈯11:00 東陵地区市民館
6/15㈯15:00 市民文化会館
6/21㈮11:00 南陽地区市民館
6/22㈯11:00 青陵地区市民館
6/29㈯11:00 本郷地区市民館

6
月

明治から昭和にかけて市
内各所で撮影された写真
と同じ場所から撮影し、比
較した写真集です。昔の駅
舎や丸物、映画館などから
さまざまな思い出がよみ
がえります。『豊橋市の今昔』

著者：大林 淳男・駒木 正清
樹林舎 2016.9

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

図書館の特別整理に伴う
休館と貸出期間延長
休館
ところ� 中央・向山・大清水図書館
貸し出し・返却の休止
ところ� 青陵・南部・二川など各地区市民館、ア

イプラザ豊橋、こども未来館「ここにこ」
[共通事項]
と き� 6/26㈬～7/4㈭
その他� 6/12㈬～6/25㈫は図書の貸出期間

を3週間に延長
問合せ� 中央図書館

豊橋市図書館基本
構想市民説明会
と き� 7/7㈰10:00～

11:00、13:30～
14:30

ところ� 中央図書館
定 員� 150人（先着順）
問合せ� 中央図書館
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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

和創作��季節の布遊び
レトロ薔薇の可愛いブローチ
と き 6/19㈬13:00～16:00
ところ� 駒屋
定 員 10人（申込順）
料 金� 3,000円
申込み 6/4㈫10:00から電話で駒屋

大人の寺子屋
楽しく学んで、美味しく食べよう
江戸時代の結婚事情を学び、学校給食を食べます。
と き 6/26㈬11:30～13:00
ところ� 駒屋　定員　20人（申込順）
料 金� 600円
申込み 6/5㈬10:00から電話で駒屋

2m×1.3mの大きな作品です。
青や緑でシンプルに描かれた花
が、まるで光が差し込む水中で、
ゆらゆらと揺れているように見
えませんか。日本画ですが和紙
や絹ではなく綿布に描かれてお
り、きめが粗く光沢のない画面
の質感に特徴があります。

学芸員の作品紹介

新恵美佐子  「花」  2005年

高木勲  「遺された風景」  1981年

特別展示室��幻想植物園
実在のものから想像上のものまで植物の
絵画を約10点展示します。
と き 7/7㈰まで

ばぁばのランチ
東三河の旬の食材を使った食事
を楽しめます。
と き� 6/21㈮11:30～12:30
ところ� 駒屋
定 員� 20人程度（申込順）
料 金� 800円
申込み 6/6㈭10:00から電話で

駒屋

二川宿本陣まつり��七夕の節句
園児が書いた短冊を飾った七夕飾りなどを展示します。
と き 6/29㈯～7/7㈰
ちりめん作家��豊田恵子さん製作の
七夕のつるし飾り展示
と き 6/15㈯～7/7㈰
織姫体験・コースターを作ろう
機
は た お

織り機で、コースターを作ります。
と き 6/30㈰10:00～15:00
講 師� 二川茶屋
ミニ笹飾り作り
七夕飾りを作り、笹に飾って持ち
帰ります。
と き 7/6㈯10:00～16:00
［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

駒屋横丁
フェイスペインティングや弁当、カレーの販売などを行い
ます。
と き 6/16㈰10:00～15:00
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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
26ページの「パパママ」に掲載しています。

世界は毛と骨であふれている
毛と骨の役割を持つ日用品などを展示します。
と き� 6/22㈯～7/7㈰9:30～17:00
ロボットの骨��フリーアームキットを使って工作
①人間の腕に似た動きをするロボットアームや、②ミニカーを作ります。
と き� ①6/30㈰②7/7㈰10:00～14:00
対 象� 小学生以上　
定 員� 各50人（先着順）
料 金� ①500円②700円
ポキっ、傘の骨を折るんです
折っても壊れない傘の仕組みを
体験します。
と き� 7/6㈯10:00～15:00
対 象� 小学生以上

花野菜マルシェ
エディブルフラワーやト
マトなどを販売します。
と き� 6/16㈰10:00～

16:00

プログラミングの世界をのぞいてみよう
キャラクターに動作を覚えさせるプログラムを作り
ます。
と き 7/20㈯10:00～15:00
対 象� パソコンで文字の入力やマウスの操作ができ

る方
定 員� 20人（申込順）
持ち物� Windows7以降のノートパソコン
申込み� 6/8㈯からホームページで必要事項を入力

天体望遠鏡を作って星空を見よう
35倍の望遠鏡を作り、風景や月を観察します。
と き� 7/14㈰10:00～12:00、18:30～19:30
対 象� どなたでも（中学生以下の場合、保護者同伴）
定 員� 30人（申込順）
料 金� 2,500円
持ち物� 三脚、懐中電灯
申込み� 6/8㈯からホームページで必要事項を入力

こども未来館
二和田 麻衣子

大人のための
やさしい天文講座
月、惑星、春の大三角などにつ
いて学びます
と き� 6/9㈰13:30～14:30
対 象� どなたでも（小学2年

生以下は保護者同伴）
定 員� 40人（先着順）

野菜ソムリエと作ろう
トウモロコシづくしのパンとスープ
とき 6/23㈰ 講師 浦野真里さん（野菜ソムリエ）

体�

験��

１

大工さんになろう
とき 6/22㈯ 講師 ㈱イトコ―

体�

験��

２

油絵画家になろう��季節の花の油絵に挑戦
とき 6/30㈰ 講師 山内伸さん（画家）

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：6/1㈯～6/15㈯
にホームページで必要事項を入力

レモン備長炭電池
レモンなどを使って、いろいろな電池を作り、ブザーを鳴らします。
と き 7/14㈰10:00～11:00
対 象� どなたでも（小学3年生

以下は保護者同伴）
定 員� 20人（申込順）
料 金� 800円
持ち物�レモン1個
申込み� 6/8㈯からホームページ

で必要事項を入力

ミニトマトすくいも
楽しめます。
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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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6月

函館記念
（GⅢ）

久留米記念
（GⅢ）

向日町
（FⅠ）

西日本カップ

宇都宮
（FⅠ）

大垣
（ＦⅠ）

広島
（ＦⅠ）

小田原
（ＦⅠ）

ジャパンカップ

取手
（ＦⅠ）

松阪
（ＦⅠ）

函館
（ＦⅠ）
ナイター

四日市
（ＦⅠ）
ナイター

佐世保
（ＦⅠ）
ナイター

平塚
（ＦⅠ）
ナイター

京王閣
（ＦⅠ）
ナイター

取手記念
（GⅢ）

四日市
（GⅢ）
ナイター

松戸
（ＦⅠ）
ナイター

岸和田
高松宮記念杯

（GⅠ）

武雄（FⅠ）

夏休み親子陶芸教室
と き� 7/14㈰10:00～11:30
対 象� 障害者手帳を所持する小学

生～高校生と家族
講 師� 内藤常次さん（陶芸家）
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� 6/1㈯9:00から、さくらピア

地元選手紹介
116期��鈴木樹里選手
身長152.3cmの小柄な鈴木選手は、
レース終盤に一気に他の選手を追い
抜くスタイルを武器とし、3月に行われ
た日本競輪学校卒業記念レースで見
事優勝しました。デビュー戦は7月予定
です。ぜひ、応援してください。

七夕ライブ
擦弦楽器「二胡」を使った演奏会です。
と き� 7/7㈰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※6/6㈭から7:30����
開門予定��10:00

屋上プールオープン
と き� 7/9㈫～9/8㈰10:00～

12:00、13:00～16:45（午
前が利用不可の日あり）

対 象� 障害者手帳所持者と家族、
友人

くろしおサマーキャンプ2019
野外炊飯やキャンプファイヤーを楽しめ
ます。
と き� 8/23㈮13:00～8/24㈯14:00

※1泊2日
ところ� 野外教育センター
対 象� 小学5・6年生（市内在住の方優先）
定 員� 36人（抽選）
料 金� 3,000円
申込み� 6/1㈯～6/20㈭に少年自然の家

アカウミガメ自然学習教室
自然案内人から学ぶ表浜海岸の自然
と き� 7/27㈯13:00～7/28㈰10:00

※1泊2日
ところ� 野外教育センター
対 象� 小学3年～中学生と保護者（市内在

住の方優先）
定 員� 30人（抽選）
料 金� 2,000円
申込み� 6/1㈯～6/15㈯に少年自然の家
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