
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、10/15㈫

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。

郷土を探る！�
豊橋っ子調べ学習コンクール
応募作品展示会
と き� 10/12㈯～10/14㈷9:30～

17:00
記念講演・表彰式
と き� 10/12㈯14:00～16:00
講 師� 池谷裕二さん（東京大学

薬学部教授）
［共通事項］
ところ� 中央図書館
問合せ� 中央図書館

古文書に親しむ講座（応用編）
古文書を読み解き、豊橋の歴史な
どを学びます。
と き� 11/3㈷、11/10～12/1の日

曜日（全5回）10:00～11:30
ところ� 中央図書館
講 師� 大須賀哲夫さん（郷土史家）
定 員� 30人（抽選。初回優先）
申込み � 11/1㈮までに直接または

電話で講座名、住所、氏名、
電話番号を中央図書館

10
月

読み聞かせが好きなライ
オンは、図書館の決まりを
守り、お手伝いをしていま
す。でもある日、悪いと知り
ながら図書館の決まりを
破ってしまいます。外見に
とらわれずライオン自身を
見ようとする人々も魅力的
です。

『としょかんライオン』
著者：ミシェル・ヌードセン

訳：福本 友美子
岩崎書店 2007.4

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・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
10/18㈮11:00 南陽地区市民館
10/27㈰13:30 豊岡地区市民館

11/2㈯11:00
前芝校区市民館、
牟呂地区市民館

図書館�de�法律�法改正に乗り遅れない！
これからの相続と遺言のはなし
相続の事例や遺言書の書き方について、判例
を元に学びます。
と き� 11/9㈯13:30～15:30
ところ� 中央図書館
講 師� 高桒美奈さん（弁護士）ほか
定 員� 50人（申込順）
申込み� 10/31㈭までに直接、電話または

Eメールで 住 所 、氏 名 、電 話 番 号
を中央図書館（ tosho@library.
toyohashi.aichi.jp）
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問合せ　☎51・2882　　休館日　月曜日、10/15㈫

問合せ　二川宿本陣資料館 ☎41・8580、
　　　　駒屋 ☎41・6065
休館日　月曜日、10/15㈫

和創作��季節の布遊び�
和布の可愛いお魚ブローチ
と き� 10/16㈬13:00～16:00
ところ 駒屋
定 員� 10人（申込順）
料 金� 3,000円
申込み� 10/3㈭10:00から電話で駒屋 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 10/18㈮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� 10/5㈯10:00から電話で駒屋

藤島武二 「婦人像」 1920年

華堂初夏（1998年）

ジュディ・オング倩玉�
木版画の世界展ギャラリートーク
学芸員が展示の見どころを解説します。
と き� 10/12㈯、10/20㈰14:00（各約

30分）
ところ� 二川宿本陣資料館
問合せ 二川宿本陣資料館

浪漫主義の画家、藤島武二が描いたこの絵は、西洋風のくっき
りした目鼻立ちの謎めいた女性を描いています。射るような視線
と引き締めた口元は、彼女の強い意志を物語っているようです。

学芸員の作品紹介

パッチワーク体験教室
と き� 10/23㈬10:00～14:00
ところ� 駒屋
定 員� 30人（申込順）
料 金� 1,800円（昼食代含む）
申込み� 10/9㈬10:00～10/16㈬

15:00に電話で駒屋

ナイン・ストーリーズ�
ミュージアム・コンサート
展示作品をイメージした曲目を野外で演奏
します。
と き 11/2㈯13:30　出演　豊橋交響楽団

ワークショップ
手足でスタンプ
と き 10/27㈰13:30～16:00
対 象� 5歳児以上　定員　30人（申込順）
たんけん日本画
と き 11/3㈷10:00～15:00
対 象� 小学2年生以上　定員　20人（申込順）
ちぎる＋はる��いろんな顔の色かたち
と き 11/10㈰13:30～16:00
対 象� 5歳児～小学生　定員　30人（申込順）
［共通事項］
料 金� 各500円
その他� 内容など詳細はホームページ参照
申込み� 10/1㈫から電話で美術博物館

美術講座��学芸員の1点
時代背景や世界観など作品の魅力を解説
します。
柴田善伸ほか��本宮山より眺望図
と き 10/5㈯14:00
中村正義��イト
と き 10/12㈯14:00
佐分真��厨房
と き 10/26㈯14:00
横山大観��春嶺
と き 11/9㈯14:00
［共通事項］
定 員� 各50人（先着順）

駒屋横丁
季節の煎茶体験やカレー、焼きそばな
どの販売を行います。
と き 10/20㈰10:00～15:30
問合せ� 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、10/15㈫

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。

木とあそぼう��もくもくひろば
かんなで削った木のプールや
積み木作りなどで木と触れ合
います。
と き� 10/12㈯～10/14㈷

10:00～15:00

ここにこハロウィン�
絵本から飛び出した不思議な空間
お化けを題材にした展示をするほか、記念
撮影ができます。
と き� 10/26㈯～10/29㈫9:30～17:00
ハッピースマイルピクニック
ハロウィンのメイクやネイルなどを楽しめ
ます。
と き� 10/27㈰9:30～16:00
料 金 無料（一部除く）

星を見る会��月と惑星
月や木星、土星を観察します。
と き 11/9㈯18:30～19:30（天候不

順の場合は中止）
対 象 どなたでも（中学生以下は保護

者同伴）
定 員 40人（申込順）
申込み 10/10㈭からホームページで必

要事項を入力

おもしろサイエンスの日�
音で遊ぼう
ゴムを使ってブーブー風船や聴診器などを
作ります。
と き� 10/27㈰13:00～15:00（随時、参

加可）

樹木医のお仕事を体験しよう
ここにこの樹木を診てみよう
とき 10/27㈰
講師 庭乃屋 樹と花 木村樹木医事務所

体�

験��

１

野菜ソムリエと作ろう！
サツマイモのモンブランカップケーキ
とき 10/27㈰
講師 浦野真理さん（野菜ソムリエ）

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：10/15㈫までにホーム
ページで必要事項を入力

サイエンス講演会�
真夏の南極大陸ってどんなところ？
南極での観測結果を紹介します。
と き 11/3㈷13:30～14:30
講 師� 栗田直幸さん（宇宙地球環境研

究所准教授）
定 員� 40人（申込順）
申込み 10/10㈭からホームページで必

要事項を入力

ミニワークショップ�
クリップクレーン
遠心力を利用したおもちゃを作
ります。
と き� 1 0 / 5 ㈯ 、1 0 / 6 ㈰ 、

10/12㈯～10/14㈷、
1 0 / 2 6 ㈯ 1 1 : 1 0（ 各
30分）

料 金 各100円

木のおもちゃ展��もっく
手に取って遊べる木製の手
作りおもちゃを100点以上
展示します。
と き� 10/12㈯～10/14㈷

9:30～17:00
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問合せ　☎53・3153　  53・3200　  32402
休館日　月曜日、祝日、10/15㈫　その他　手話通訳・要約筆記などあり

問合せ　☎21・2301　 　9815

問合せ　☎61・3136
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10月

前橋
寛仁親王牌

（GⅠ）

熊本記念 in 久留米
（GⅢ）

千葉記念 in 松戸
（GⅢ）

京王閣記念
（GⅢ）

久留米
（FⅠ）

小田原
（FⅠ）

福井（FⅠ）

広島
（ＦⅠ）

岐阜
（ＦⅠ）

富山
西日本カップ

（ＦⅠ）

弥彦
（ＦⅠ）

豊橋
（ＦⅠ）

平塚
（ＦⅠ）
ナイター

函館
（ＦⅠ）
ナイター

別府
（ＦⅠ）
ナイター

四日市
（ＦⅠ）
ナイター

青森
（ＦⅠ）
ナイター

小田原（ＦⅠ）

健康体操教室
障害の程度に合わせた体の動かし方
を学びます。
と き� 11/5㈫、11/19㈫、12/3㈫、

12/17㈫、来年1/7㈫、1/21㈫
（全6回）10:30～11:30

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� 鈴木見和子さん（柔道整復師）　定員　10人（申込順）
申込み� 10/1㈫9:00から、さくらピア

バンクに“おいDAY”＆�
豊橋けいりんマルシェ
バンクの走行体験や東三河のB級グル
メなどを楽しめます。
と き� 10/14㈷9:30～15:00
持ち物� バンクの走行体験参加者は自

転車、ヘルメット、運動靴

早朝前売� 7:30����開門予定��10:00

トワイライトライブ
ギターの弾き語りやウクレ
レの演奏を楽しみます。
と き� 10/26㈯16:00～

17:30
出 演� 柳田知可（ギター） 

ほか

相談室企画��ヨガセラピー
椅子を使って呼吸法を学びます。
と き� 10/24㈭10:30～12:00、11/29㈮

13:30～15:00
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� 平川文子さん（ヨガセラピスト）
定 員� 各15人（申込順）
申込み� 10/1㈫9:00から、さくらピア

クリスマスネイチャークラフト�
リースと炭火焼ナンカレー
木の実などを使ったリースやナンカ
レーを生地から作ります。
と き� 12/7㈯9:30～14:00
対 象� 5歳児～中学生と保護者（市内

在住の方優先）
定 員� 10家族（抽選）
料 金� 1人500円
申込み� 10/2㈬～10/16㈬に少年自然の家

お正月飾りづくりと餅つき
ミニ門松作りや餅つき、ぜんざい作りを
行います。
と き� 12/15㈰9:30～14:00
対 象� 5歳児～中学生と保護者（市内

在住の方優先）
定 員� 10家族（抽選）
料 金� 1人600円
申込み� 10/17㈭～10/31㈭に少年自然の家
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