
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。

読み聞かせボランティア育成講座
子どもへの絵本や紙芝居の読み聞かせ
方を学びます。
と き� 10/2～11/6の水曜日（全6回）

10:00～11:30
ところ� 中央図書館
定 員� 30人（抽選）
その他 � 6か月児以上の託児あり（予約

制。定員6人（申込順）。おやつ代
1人1回50円必要※食べられな
い子は不要）

申込み � 9/1㈰～9/16㈷に直接または電
話で中央図書館

読書会��コンビニ人間
村田沙耶香著「コンビニ人
間」の感想を話し合います。
と き� 9/22㈰13:30～15:30
ところ� 中央図書館
定 員� 30人（申込順）
申込み � 9/13㈮までに直接、

電話またはEメール
でイベント名、住所、
氏名、電話番号を中
央図書館（  tosho@
library.toyohashi.
aichi.jp）

9
月

気象情報についてクイズ
形式で学べる一冊です。

「早朝に朝露が見られた
日の天気はどうなるか」な
ど、あすから使える知識が
掲載されています。この本
を読めば、自分で天気を予
想できるかもしれません！

『あなたもできる�
100問解いて天気予報』

著者：山本 光義
技報堂出版 2013.6

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
9/14㈯10:30 二川地区市民館
9/20㈮11:00 南陽地区市民館
9/21㈯11:00 アイプラザ豊橋
9/21㈯15:00 市民文化会館
9/28㈯11:00 青陵地区市民館、北部地区市民館

本のリサイクルフェア
図書館で使わなくなった本などを1冊20円で
販売します。
と き� 9/14㈯9:30～14:00
ところ� 中央図書館　持ち物　持ち帰り用の袋
その他� 1人10冊まで購入可
問合せ� 中央図書館

三遠ネオフェニックス展
選手などをパネルで紹介します。
と き� 9/14㈯～10/14㈷
ところ� 中央図書館
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、9/17㈫、9/24㈫

二川宿本陣まつり
菊の節句��重陽
菊の着せ綿やつるし飾り、折り紙作品
を展示します。
と き� 9/7㈯～9/16㈷9:00～17:00

（最終日は16:00まで）
菊の節句��折り紙教室
と き� 9/7㈯10:00～15:00
講 師� 楽しい折り紙の会
［共通事項］
ところ 二川宿本陣資料館
問合せ 二川宿本陣資料館

本陣古文書講座（中級コース）
江戸時代の古文書を解読します。
と き 10/12㈯、10/26㈯、11/9㈯、

11/23㈷、12/7㈯（全5回）
13:30～15:00

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� 9/7㈯10:00から電話で二川

宿本陣資料館

平賀敬 「窓」 1968年

館蔵浮世絵展��初代広重�
最後の東海道シリーズ��竪絵東海道
と き� 9/7㈯～9/29㈰
ギャラリートーク
と き� 9/8㈰、9/18㈬14:00
講 師� 当館学芸員
［共通事項］
ところ� 二川宿本陣資料館
問合せ 二川宿本陣資料館

一見すると4コマ漫画のよ
うですが、これは、さまざ
まな人たちが住む建物の
窓のイメージで、繰り広げ
られる人間模様を面白お
かしく描いています。イン
パクトの強い場面もありま
すが、それらを笑い飛ばし
てしまう力強さと軽快な描
写が見どころです。

学芸員の作品紹介

和創作��季節の布遊び
帯地で作る文庫箱
と き� 9/18㈬13:00～16:00
ところ� 駒屋
定 員� 10人（申込順）
料 金� 3,500円
申込み� 9/3㈫10:00から電話

で駒屋

開館40周年記念��美術博物館
コレクション名品展��ナイン・ストーリーズ
9つのテーマを設けて、考古・歴史資料や絵画な
どを展示します。
と き 10/5㈯～11/17㈰
観覧料� 一般600（400）円、小学生～高校生300

（200）円※（  ）内は前売・団体料金
ボランティアガイド（作品解説）
と き 期間中の水・木・金・日曜日（10/6㈰、

10/20㈰を除く）、祝日13:30、14:30
その他� 5人以上のグループは上記以外の日程も

応相談
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問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　　休館日　月曜日、9/17㈫、9/24㈫

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。

ここにこ銀行お仕事体験イベント
まち空間の裏方スタッフになろう
おもちゃの数の集計や、工作の材料を準備する仕事などを
体験します。
と き� 9/22㈰、9/29㈰10:00、11:00、13:00、14:00（各45分）
対 象 小学3年～中学生
その他 仕事内容など詳細はホームページ参照
申込み 各前日までにホームペー

ジで必要事項を入力

ここにこ宇宙展
東三河から宇宙へ！
宇宙飛行士の訓練服の試着や、模擬訓練に挑戦で
きます。
と き� 9/14㈯～9/29㈰9:30～17:00
宇宙パラシュート教室
宇宙の話を聞き、ポリ袋でパラシュートを作ります。
と き� 9/28㈯10:00～12:00、13:30～15:30
対 象� 小学生　講師　岩谷圭介さん（宇宙工学者）
定 員� 各50人（申込順）
申込み� 9/7㈰10:00からホームページで必要事項

を入力

割れないシャボン玉
砂糖や洗濯のりなどを使って割れ
にくいシャボン玉を作ります。
と き 9/7㈯、9/8㈰、9/14㈯～

9/16㈷、9/21㈯、9/28㈯、
9/29㈰11:10

料 金 各100円

まちなかで星を見よう
宇宙船「アポロ」が月面着陸したクレー
ターを観察します。
と き� 9/7㈯19:30～21:00（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� 中止のお知らせは当日16:00以降

にホームページに掲載

糸巻き戦車

実験ショー��音のふしぎ
高音と低音の違いを聞き比べます。
と き� 9/7㈯、9/8㈰、9/14㈯～

9/16㈷、9/21㈯、9/28㈯、
9/29㈰13:40

夢がないのはいけないこと？
大丈夫！やってみるから始めよう
プラネタリウムを投映して、夢を追い続ける生き方を紹
介します。
と き 9/29㈰13:30～15:00
対 象� 中学生以上
講 師� 岩谷圭介さん（宇宙工学者）
定 員� 100人（申込順）
申込み 随時、ホームページで必要事項を入力

おもしろサイエンスの日
ゴムで遊ぼう
糸巻き戦車やころころ人形、竹コプターな
どを作ります。
と き� 9/22㈰13:00～15:00（随時、参

加可）

ハンドスタンプアート
プロジェクト��作品展示
手形スタンプを一つの作品にして、館内に飾ります。
と き� 9/23㈷13:00～16:00
その他� 当日13:00に作品発表セ

レモニーを開催。作品は
9/23㈷～10/20㈰に館内
で展示
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問合せ　☎53・3153　  53・3200
休館日　月曜日、祝日、9/17㈫、9/24㈫　  32402
その他　手話通訳・要約筆記などあり　申込み　9/3㈫9:00から、さくらピア

問合せ　☎21・2301　 　9815

問合せ　☎61・3136
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松阪
共同通信社杯

（GⅡ）

岐阜記念
（GⅢ）

京都向日町記念
（GⅢ）

青森記念
（GⅢ）

名古屋
（FⅠ） 高知

（FⅠ）

大宮
（ＦⅠ）

富山
（ＦⅠ）

防府
（ＦⅠ）

福井
（ＦⅠ）

伊東温泉
（ＦⅠ）
ナイター

久留米
（ＦⅠ）
ナイター

平塚
（ＦⅠ）
ナイター

別府
（ＦⅠ）
ナイター

いわき平
（ＦⅠ）
ナイター

広島（ＦⅠ）

小倉（ＦⅠ）

小田原（ＦⅠ）

富山記念（GⅢ）

さくらカフェ
図書館ってこんなこともできるの？
お茶を飲みながら、図書館の活用法を学び
ます。
と き� 10/9㈬10:30～12:00
講 師� 中央図書館職員
定 員� 30人（申込順）
料 金� 500円

地元選手紹介
52期��松井英幸選手
現在55歳の松井選手は、世界選手権
大会で銀メダルを2度、銅メダルを1度
獲得したレジェンドレーサーです。ま
た、イベント時にも精力的に活動し、盛
り上げ役となりファンから愛されてい
ます。「若手選手の勢いには負けませ
ん！」と意気込み、日々練習に打ち込む
松井選手に、これからも熱い声援をお
願いします。 みんなのコミュニケーション

障害に合わせた会話について実践
を交えて学びます。
と き� 10/8㈫、10/29㈫、11/12㈫、

11/26㈫、12/10㈫、来年
1/7㈫、1/21㈫（全7回）
19:00～20:30

講 師� 豊橋障害者（児）団体連合
協議会

定 員� 20人（申込順）　料金　500円

早朝前売� 7:30����開門予定��10:00

パン教室
と き� 1 0 / 1 7 ㈭ 、1 1 / 2 1 ㈭ 、

12/19㈭（全3回）10:00～
12:30

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� 荒木登喜子さん（パン教
室講師）

定 員� 10人（申込順）　料金　1,500円

秋の味覚！親子焼き芋体験
と き� 11/9㈯、11/23㈷9:30～14:00
ところ� 少年自然の家、野外教育センター
対 象� 5歳児～中学生と保護者（市内在

住の方優先）
定 員� 各10家族（抽選）
料 金� 各100円
申込み� 9/12㈭～9/27㈮に少年自然の家

シェアリングネイチャー体験講座
森の生物や植物などに触れて、自然の不
思議や仕組みを学びます。
と き� 10/26㈯10:00～16:00
対 象� 18歳以上の方
講 師� 日本シェアリングネイチャー協会

自然体験活動指導者
定 員� 20人（申込順）
料 金� 500円
申込み� 9/5㈭～9/27㈮に少年自然の家
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