
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（7/15㈷を除く）、7/16㈫、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。

夏休み子どもフェスティバル
ボランテｨアによる大型絵本などの、
おはなし会を行います。
と き� ①7/20㈯②7/27㈯14:00～

15:00
ところ� ①中央図書館②大清水図書館
対 象 � 3歳児～小学生と保護者
問合せ �中央図書館

7
月

名探偵の金田一耕助の原
点となった長編作品が「真
珠郎」です。犯行場面での
犯人像が明確に描写され、
読者にとって推理するまで
もありませんが、意外な結
末に驚かされます。

『真珠郎��由利・三津木探偵
小説集成1』
著者：横溝 正史
柏書房 2018.12

平和を求めて��とよはし
語り・継ぐ��戦争体験��昭和・平成から令和へ
戦争体験談や戦時中の生活のようすをパネルなど
で紹介します。
と き�7/6㈯～9/1㈰
子どものための平和の集い
①アニメ鑑賞、②表彰式・読み聞かせ、③発表・座談
会を行います。
と き� ①7/27㈯10:30～12:00②7/28㈰10:00～

12:00③7/28㈰13:30～15:30
定 員 �①③各100人②150人（各先着順）
［共通事項］
ところ� 中央図書館
問合せ� 中央図書館

夏休みの宿題対策本コーナー
よんで・しらべて・つくってみよう！
自由研究や読書感想文などに役
立つ本を設置します。
と き� 7/5㈮～9/1㈰
ところ� 中央図書館
対 象 �小学生
問合せ� 中央図書館

最寄りの市民館で、中央・向山・
大清水図書館の本を予約できます
図書館の本を1人10冊まで各地区・
校区市民館で予約できます。なお、
CDなどの付録付きの本・雑誌は予
約できません。
問合せ� 向山図書館
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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（7/15㈷を除く）、7/16㈫

灯
とうろう

籠で飾ろう二川宿
沿道に3,500個の灯籠を灯し
ます。
と き 7/27㈯19:00～21:00
ところ� 二川東町～JR二川駅
問合せ 二川宿本陣資料館
納涼浴衣コンテスト�in�駒屋
と き 7/27㈯17:30～18:45

（受け付けは18:15まで）
対 象� どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
問合せ 駒屋
［共通事項］
その他 雨天順延7/28㈰。当日18:00から交通規制を実施。駐車

場の利用不可

駒屋であそびん
楽しい折り紙の魅力体験
と き 7/13㈯13:00～16:00
対 象� 年少児～小学生
定 員� 20人程度（先着順）
料 金� 50円
問合せ 駒屋

大島哲以 「昆虫の街T」 1974年

コレクション展��歴史資料
吉田城と吉田宿
江戸時代の城下町、宿場町のようす
を浮世絵などで紹介します。
と き 7/20㈯～9/29㈰

コレクション展��美術
画家の魔法

「幻想性」をテーマにした絵画な
ど15点を展示します。
と き 7/20㈯～9/29㈰

二川宿本陣資料館�
夏休み本陣体験講座
江戸時代のエコロジー体験
江戸時代のリサイクルや風呂敷の包
み方を学びます。
と き� 7/20㈯10:00～11:30
対 象� どなたでも（小学生以下は保

護者同伴）
講 師� 伊藤わかよさん（ふろしき風

の会愛知代表）
定 員� 20人（申込順）　料金　700円（風呂敷を持参した方は無料）
申込み 7/7㈰10:00から電話で二川宿本陣資料館
江戸時代の旅体験
旅日記帳作りや旅姿の体験をします。
と き� 8/3㈯10:00～12:00、13:30～15:30
対 象� 小学生と保護者　定員　各5組（申込順）
料 金� 各100円　申込み　7/9㈫10:00から電話で二川宿本陣資料館

大島哲以は、幻想的な作風で知られています。この絵の中には、
チョウやカマキリなど虫の頭や上半身を持つ人間が登場します。彼ら
は魔法にかかってしまったのでしょうか。樹上には魔法使いのよう
な女性が、ほほ笑んで私たちを誘っているように見えます。不思議
がいっぱい詰まった作品の中に入り込み、物語を考えてみましょう。

学芸員の作品紹介

『三河国吉田名蹤綜録』に描かれた札木町の図
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問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　　休館日　月曜日（7/15㈷を除く）、7/16㈫

問合せ　☎21・5525
休館日　水曜日※7/24㈬、7/31㈬

は開館（子育てプラザを
除く）

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。

開館11周年�
記念撮影会
来館者のみなさんで記念撮影を
します。
と き� 7/26㈮13:30

ここにこ芝生シアター�
星空映画会
映画「若おかみは小学生！」を観
賞します。
と き� 7/28㈰19:10～20:50

ここにこ��おばけ学校
学校を舞台にしたおばけ屋敷です。
と き� 7/20㈯～8/25㈰9:30～17:00

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
回路の実験を通して学びます。
と き 8/10㈯10:00～12:00
対 象� 小学3年生以上
定 員� 10人（申込順）
料 金� 2,000円
申込み� 7/10㈬からホームページ

で必要事項を入力

マグネシウム燃料電池カー
塩水で走る車のプラモデルを作ります。
と き� 8/4㈰10:00～12:00
対 象� 小学4年生以上　定員　15人（申込順）
料 金� 1,500円
申込み� 7/10㈬からホームページで必要

事項を入力

月の変化を見てみよう
望遠鏡を設営し、三日月の動きと
形の変化を観察します。
と き� 8/4㈰、8/6㈫、8/8㈭（全3

回）18:00～20:00（天候不
順の場合は中止）

対 象� 小学4～6年生と保護者
定 員� 20組（申込順）
申込み� 7/10㈬からホームページ

で必要事項を入力

手作りトマトケチャップに挑戦！
とき 8/4㈰
講師 コーミ㈱

体�

験��

１

東海の伝統工芸シリーズ�有松絞に挑戦！
とき 8/11㈷
講師 大須賀彩さん（有松・鳴海絞 括り職人）

体�

験��

２

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：7/15㈷までにホームペー
ジで必要事項を入力

大実験ショー�
光のふしぎをさぐる
レンズを使い、光の屈折や3原色な
どの実験を行います。
と き 7/21㈰、7/27㈯、8/4㈰

11:10、13:40（各約40分）
講 師� 豊橋エコサイエンスクラブ

プラネタリウム新番組
と き� 7/13㈯～7/31㈬
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

投映スケジュール
7/17㈬～7/19㈮
時間（45分） 番組名
15:00 月、その先の宇宙へ
7/23㈫～7/31㈬の火～金曜日、
土・日曜日、祝日
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 月、その先の宇宙へ

© 令丈ヒロ子・亜沙美・
講談社/若おかみは小
学生！製作委員会
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問合せ　☎53・3153  53・3200　  32402
休館日　月曜日、7/15㈷、7/16㈫　その他　手話通訳・要約筆記などあり
申込み　7/2㈫9:00から、さくらピア

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㈫   

31㈬

7月

大垣記念
（GⅢ）

弥彦記念
（GⅢ）

玉野
（FⅠ）

西日本カップ

宇都宮
（FⅠ）

富山
（ＦⅠ）

奈良
（ＦⅠ）

千葉
（ＦⅠ）

ジャパンカップ in 川崎

防府
（ＦⅠ）

名古屋
（ＦⅠ）

高松
（ＦⅠ） 立川

（ＦⅠ）

和歌山
（ＦⅠ）

青森
（ＦⅠ）
ナイター

佐世保
（ＦⅠ）
ナイター

西武園
（ＦⅠ）
ナイター

平塚
（ＦⅠ）
ナイター

川崎
（ＦⅠ）
ナイター

小倉
（ＦⅠ）
ナイター

豊橋本場
（ＦⅠ）
ナイター

別府
サマーナイト

フェスティバル
（GⅡ）ナイター

小松島記念
（GⅢ）

いわき平
（ＦⅠ）ナイター

サマースクール
プラネタリウム観賞
と き� 7/27㈯13:00～15:00
定 員� 20人（申込順）　料金　200円
こどもパン教室
と き� 8/7㈬10:00～12:30　
講 師� 荒木登喜子さん（パン教室講師）
定 員� 10人（申込順）　料金　500円
[共通事項]
対 象� 障害者手帳を所持する小学生～高校生と家族（付添者同伴）

ナイターイベント
お菓子まきやジュースの詰め放題

（7/13㈯のみ）などを行います。
と き� 7/13㈯、7/14㈰17:00～20:00
入場料� 無料

大人のプラネタリウム
移動プラネタリウムで天体観賞を
します。
と き� 7/27㈯15:00～16:00
対 象� 障害者手帳を所持する18

歳以上の方（高校生を除
く）と家族、友人

定 員� 20人（申込順）
料 金� 100円

早朝前売� 7:30����開門予定��10:00

水泳教室
と き� 7/23㈫～8/27㈫の火・木

曜日（8/13㈫、8/15㈭を除
く。全9回）10:00～12:00

対 象� 市内在住の障害者手帳を
所持する小・中学生

講 師� 伊藤貴美さん（水泳インス
トラクター）ほか

定 員� 15人（申込順）　料金　500円

親子で初めていっぱいキャンプ！
きずな深まる！びっくり体験
と き� 8/31㈯13:00～9/1㈰14:00※1泊

2日
ところ� 少年自然の家
対 象� 5歳児～中学生と保護者（市内在住

の方優先）
講 師� 愛知キャンプカウンセラー協会
定 員� 9家族（抽選）
料 金� 大人3,000円、子ども2,000円
申込み� 7/2㈫～7/19㈮に少年自然の家

笑顔あふれるチャレンジキャンプ
広げよう！ふれあいの輪
と き� 9/7㈯13:00～9/8㈰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）
講 師� 愛知キャンプカウンセラー協会
定 員� 36人（抽選）
料 金� 3,000円
申込み� 7/2㈫～7/19㈮に少年自然の家
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