
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（8/12㉁を除く）、第４金曜日、8/13㈫

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。

ほっとシネマ�in�図書館�
手塚治虫の名作「リボンの騎士」上映
と き� 8/17㈯14:00
ところ� 中央図書館
定 員 � 100人（先着順）
問合せ �中央図書館

8
月

三河吉田藩（豊橋）の参勤
交代の取りまとめ役だっ
た大嶋左源太豊陳が残し
た記録から、参勤交代を読
み解いています。集合時間
が真夜中だったり、宿泊は
早めに予約が必要だった
りと、働く武士の苦労が分
かる1冊です。

『三河吉田藩・�
お国入り道中記』

著者：久住 祐一郎
集英社インターナショナル 2019.4

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

絵本とアニメとドラマで楽しく英語を！�
英語多読講演会
と き� 8/25㈰13:30～

15:30
ところ� 中央図書館
対 象 �中学生以上
講 師 � 酒 井 邦 秀 さん

（ N P O 多 言 語
多読理事長）

定 員 � 100人（先着順）
問合せ� 中央図書館

とき（各40分） ところ
8/16㈮11:00 南陽地区市民館
8/17㈯11:00 東部地区市民館
8/17㈯15:00 市民文化会館
8/24㈯11:00 青陵地区市民館
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問合せ　☎51・2882　　休館日　月曜日（8/12㉁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（8/12㉁を除く）

和菓子作り体験講座
ぶどう大福を作ります。
と き 9/13㈮13:30～16:00
ところ� 駒屋
定 員� 12人（申込順）
料 金� 1,000円
申込み 8/6㈫10:00から電話で駒屋

本陣体験講座�和本を作ろう
と き 9/21㈯［①基本コース�四つ目綴

とじ

］13:00～
14:00［②応用コース�亀甲綴］15:00～16:00

ところ� 二川宿本陣資料館
対 象� ①小学5年生以上（小学生は保護者同

伴）②中学生以上
定 員� 各20人（申込順）
料 金� 各300円
申込み 8/3㈯10:00から電話で二川宿本陣資

料館

駒屋��季節の煎茶体験
と き 8/18㈰10:00～15:00
料 金� 400円
問合せ 駒屋

駒屋横丁
キッチンカーでカレーやコロッケなどを販売
をします。
と き 8/18㈰17:00～20:30
問合せ 駒屋

歌川芳幾 「豊饒御蔭参之図」 1867年

コレクション展��歴史資料
おかげまいりとええじゃないか
伊勢参宮やお札降りに関連する歴史
資料を紹介します。
と き 9/7㈯～9/29㈰

お盆でナイト
スーパーボールすくいや輪投げ
などを楽しめます。
と き� 8/10㈯17:00～20:00
ところ� 駒屋
問合せ 駒屋

豊橋市が発祥といわれ、幕末に大流行した民衆運動「ええじゃな
いか」の光景を描いた浮世絵です。空からたくさんのお札が降る
中で、乱舞する民衆やお伊勢参りの旅人などが描かれており、人々
の熱狂が伝わってきます。

学芸員の作品紹介

歌川国輝 「神国御蔭豊饒
賑之図」（部分）1867年
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問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　　休館日　月曜日（8/12㉁を除く）

問合せ　☎21・5525
休館日　子育てプラザのみ8/21㈬、

8/28㈬
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。

ここにこ劇場��劇団かかし座
影絵劇��赤ずきん
と き� 8/25㈰11:00
対 象 小学生3年生以下と保護者
定 員 150人（先着順。当日10:00から、

ここにこ広場で整理券を配布）

ここにこライブ！
と き� 8/17㈯、8/18㈰10:00～

15:00
出 演� 豊橋中央・藤ノ花女子・

豊橋東高校ほか

ここにこ図書コーナーのこれからを考える会
と き� 8/5㈪13:20～15:30
講 師� 三輪丈太郎さん（メルヘンハウス二代目）
定 員� 20人（申込順）
申込み 8/4㈰までに電話で、こども未来館

こどもナイトフェス
と き� 8/28㈬
キラキラ工作
紙バンドを使ったカゴ作りや、LEDを使った工作
を行います。
時 間� 15:00～18:00　定員　200人（先着順）
謎解きゲーム��なぞにこ
3つの謎を解くと、ジュースがもらえます。
時 間� 17:00～19:00　定員　200人（先着順）
キラキラ音楽会
時 間� 19:00～20:30

おもしろサイエンスの日�
光で遊ぼう
偏光万華鏡やステンドグラスなど
を作ります。
と き 8/25㈰

13:00～
15:00

豊橋技術科学大学出前授業�
遊んで学べる無線通信
クイズや実験装置で無線通信について学
びます。
と き� 8/25㈰11:00～12:00
講 師� 上原秀幸さん（電気・電子情報工

学系教授）
定 員� 40人（申込順）
申込み 随時、ホームページで必要事項を

入力

パワーストーンハンティング
探し出した宝石でマグネットを作り
ます。
と き� 8/6㈫～8/9㈮11:10
定 員� 各20人（先着順）
料 金� 各100円

はじめての天体望遠鏡
望遠鏡の選び方や扱い方、天体写真の撮り方などを
学びます。
と き 9/14㈯13:30～14:30
定 員� 20人（申込順）
申込み 8/10㈯からホームページで必要事項を入力

星座缶バッジ
と き� 8/10 ㈯～9/1㈰ の土・日曜日、

8/11㈷～8/16㈮11:10
定 員� 各20人（先着順）
料 金� 各100円

ここにこおもいっきり�
スプラッシュ！
水路におもちゃを流したり、
水鉄砲で遊んだりします。
と き� 8/20㈫～8/22㈭

10:00～16:30
対 象� 小学生以下
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問合せ　☎53・3153　  53・3200
休館日　月曜日、祝日　  32402
その他　手話通訳・要約筆記などあり　申込み　8/1㈭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㈪
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7㈬

8㈭
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12㉁  

13㈫  

14㈬  

15㈭  

16㈮  

17㈯  

18㈰  

19㈪

20㈫

21㈬

22㈭  

23㈮  

24㈯  

25㈰  

26㈪  

27㈫   

28㈬   

29㈭  

30㈮   

31㈯

8月

西武園記念
（GⅢ）

小田原記念
（GⅢ）

富山記念
（GⅢ）

川崎
（GⅢ）
ナイター

弥彦
（FⅠ）

関東カップ

岐阜
（ＦⅠ）

和歌山
（ＦⅠ）

久留米
（ＦⅠ）

ジャパンカップ

岐阜
（ＦⅠ）

高松
（ＦⅠ）

いわき平
（ＦⅠ）
ナイター

小倉
（ＦⅠ）
ナイター

玉野
（ＦⅠ）
ナイター

松戸
（ＦⅠ）
ナイター

京王閣
（ＦⅠ）
ナイター

武雄
（ＦⅠ）
ナイター

四日市
（ＦⅠ）
ナイター

名古屋
オールスター

（GⅠ）

取手（ＦⅠ）

函館
（ＦⅠ）ナイター

ボッチャ教室
障害者スポーツのボッチャを基礎から学
びます。
と き� 9/4㈬、9/18㈬、10/2㈬、10/16㈬、

10/30㈬、11/13㈬（全6回）10:00～
12:00

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� 鈴木祥子さん（enjoy☆ボッチャ代表）
定 員� 20人（申込順）　料金　500円

地元選手紹介�
114期��當銘直美選手
19歳の時、豊橋ガールズケイリン育成
プロジェクトに参加し、厳しい訓練を
乗り越え、昨年7月に22歳で競輪選手
となりました。仲間と切磋琢磨し、路上
での練習を中心に実力を付け、4月の
静岡競輪（FⅡ）では初優勝を飾りまし
た。勝負強さに磨きをかけてきた當銘
選手のさらなる活躍が期待されます。

納涼夏祭り
スタンプラリー、バザー、盆踊
りなどを楽しめます。
と き� 8/31㈯17:00～19:30

早朝前売� 7:30����開門予定��10:00

絵手紙教室
と き� 9/13㈮、10/11㈮、11/8㈮、

12/13㈮、来年1/10㈮、2/14㈮
（全6回）10:00～12:00

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� 坂上明子さん（絵手紙講師）
定 員� 20人（申込順）　料金　500円

ラストサマーキャンプ�
楽しくアレンジ！野外炊飯
テントやバンガローに泊まり、野外炊飯
などを行います。
と き� 9/21㈯13:00～9/22㈰12:00

※1泊2日
対 象� 5歳児～中学生と保護者（市内

在住の方優先）
定 員� 9家族（抽選）
料 金� 1人3,000円
申込み� 8/1㈭～8/15㈭に少年自然の家

秋のネイチャーゲーム体験会�
森の秋色あわせ、どんぐり拾いと森探検
と き� 10/5㈯10:00～15:00
対 象� 5歳児～中学生と保護者（市内在

住の方優先）
定 員� 30人（申込順）
料 金� 200円
申込み� 8/15㈭～9/15㈰に少年自然の家
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