
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。

匠の技��ファインモールドの模型展
航空機や軍用車両、歴史的建造物な
どの模型を展示します。
と き� 11/30㈯～来年1/19㈰
記念講演会��プラモデルという仕事
と き� 12/7㈯13:30～15:00
講 師� 鈴木邦宏さん（㈲ファイン

モールド代表取締役）
定 員� 100人（先着順）
［共通事項］
ところ� 中央図書館　問合せ���中央図書館

11
月

日本の山や森林ではシカ
など、さまざまなジビエが
獲れます。この本では、デ
ザートまでジビエを使った
フルコースを紹介していま
す。また、自然の恵みや猟
師についても触れており、
ジビエに対する関心が高
まる一冊です。

『山のお肉のフルコース
パッソ・ア・パッソのジビエ料理』

著者：有馬 邦明
山と渓谷社 2014.10

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
11/9㈯10:30 二川地区市民館
11/9㈯11:00 中部地区市民館

11/10㈰11:00
本郷地区市民館、
豊城地区市民館

11/15㈮11:00 南陽地区市民館
11/16㈯15:00 市民文化会館
11/23㈷11:00 青陵地区市民館

高校演劇�in�図書館
と き� ①11/9㈯②11/10㈰③11/16㈯

④11/17㈰14:00（13:30から受け
付け）

ところ� 中央図書館
演 目� ① ふ たりごと ② み えっ ぱり家 族

③ウィーク＋1④ねずみ女房ほか
出 演� ①豊丘高校②豊橋中央高校③豊橋

東高校④桜丘高校
定 員� 各100人（先着順）
問合せ� 中央図書館

愛知県庁舎
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問合せ　☎51・2882　　休館日　月曜日、11/5㈫

問合せ　二川宿本陣資料館 ☎41・8580、
　　　　駒屋 ☎41・6065
休館日　月曜日、11/5㈫

二川宿本陣まつり��大名行列
松平伊豆守信明の行列、鼓笛隊などが旧東海道を練り
歩きます。
と き 11/3㈷12:30～15:30
ところ� 二川宿本陣資料館と周辺
その他� 9:00から二川宿本陣資料館、駒屋駐車場でス

テージパフォーマンスや飲食物の販売などあり。
当日の交通規制など詳細はホームページ参照

問合せ� 二川宿本陣資料館

江戸時代の旅と温泉展
旅日記や道中案内から江戸時代の湯
治の文化を紹介します。
と き� 11/30㈯～来年1/13㈷
記念講演会��花開く温泉文化�
江戸時代の温泉地
と き� 12/1㈰14:00～15:30
講 師� 内田彩さん（東洋大学国際観光

学部講師）
定 員� 50人（申込順）
申込み� 11/5㈫10:00から電話で二川宿本陣資料館
ギャラリートーク
と き� 12/7㈯、12/15㈰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

大人の寺子屋���
楽しく学んで、美味しく食べよう
江戸時代の住宅事情を学び、学校給食を食べます。
と き� 11/28㈭11:30～13:00
ところ 駒屋　定員　20人（申込順）
料 金� 600円
申込み� 11/7㈭10:00～11/20㈬16:00に電話で駒屋

つるし飾り作り講座
来年の干

え と

支、ネズミのつるし飾りを作ります。
と き� 12/8㈰13:00～15:00
ところ 二川宿本陣資料館　対象　高校生以上
講 師 つるし飾りの会　定員　20人（申込順）
料 金� 1,000円
申込み� 11/4㉁10:00から電話で二川宿本陣資料館

和創作��季節の布遊び�
押絵で作る可愛いちりめんサンタ
と き 11/13㈬13:00～16:00
ところ� 駒屋　定員　10人（申込順）
料 金� 3,500円　申込み　11/4㉁10:00から電話で駒屋

高畑郁子 「赤い花」 1961年

原田圭岳 
「竹に虎図」 1877年

永楽保全 
「金襴手鳥魚文盃・盃台」

歌川広重「七湯方角略図」

コレクション展��歴史資料
石巻の神主家で使われた明治時
代の杉戸絵を展示します。
と き 11/23㈷～来年1/26㈰

コレクション展��陶磁資料�
京焼の世界
歴代の善五郎など京焼を代表
する陶工の作品を紹介します。
と き 11/23㈷～来年1/26㈰

特別展示室��日本画の5人
東三河出身の中村正義らが描いた作品を紹
介します。
と き 11/30㈯～来年1/26㈰
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問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　　休館日　月曜日、11/5㈫

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。

名古屋大学出前講座
電気はクルマに、船に、飛行機に！
電気で動くジェット飛行機や空飛ぶ
車の仕組みなどを紹介します。
と き 12/1㈰11:00～12:00
講 師� 山本真義さん（未来材料・シ

ステム研究所教授）
人と協働するロボット
と き 12/22㈰13:30～14:30
講 師� 舟洞佑記さん（工学研究科助教）
［共通事項］
定 員� 各40人（申込順）
申込み 随時、ホームページで必要事項を入力

ダルマんぼとあつまれぴょん
だるまさんが転んだをアレンジしたゲームなどで遊びます。
と き� 11/23㈷、11/24㈰、11/30㈯10:00～15:00
講 師� 愛知大学メディア芸術専攻吉野ゼミ

おはなしおばさんのゆかいな世界展�
みんなでいもほり��よいしょっしょっ
手作り人形や帽子などを展示します。
と き� 11/9㈯～11/24㈰9:30～17:00

（最終日は15:00まで）
その他� 11/24㈰14:00～15:00に、おは

なしおばさんのたのしいおはなし
会あり

ワークショップ��細長風船で作って遊ぼう
細長い風船で弓矢や剣などを作ります。
と き 11/17㈰13:30～14:30
対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
定 員 8人（申込順）
料 金 200円
申込み 11/10㈰からホームページで必要事項を入力

プラネタリウム番組
と き� 11/1㈮～12/28㈯
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
火～金曜日（冬休み期間（12/25㈬～
12/27㈮）を除く）
時間（45分） 番組名（星空解説あり）
15:00 えんとつ町のプペル
土・日曜日、祝日、冬休み期間
時間（各30分） 番組名
10:30、13:00、
14:30

忍たま乱太郎の宇宙
大冒険

15:30 えんとつ町のプペル

油絵画家になろう��季節の花の油絵に挑戦
と　き 11/24㈰
講　師 山内伸さん（画家）

体�

験��

１

蜜ろうをつかってキャンドルをつくろう！
と　き 11/30㈯
講　師 豊橋市養蜂組合

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：11/15㈮までに
ホームページで必要事項を入力

おばさんの世界で一緒に
秋を感じましょう！

おはなしおばさん

©尼子騒兵衛／NHK・NEP
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問合せ　☎53・3153　  53・3200　  32402
休館日　月曜日、祝日　その他　手話通訳・要約筆記などあり
申込み　11/1㈮9:00から、さくらピア

問合せ　☎21・2301　 　9815
対　象　5歳児～中学生と保護者（市内在住の方優先）

問合せ　☎61・3136
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11月

小倉
競輪祭
（GⅠ）
ナイター

防府記念
（GⅢ）

四日市
（GⅢ）
ナイター

富山
（FⅠ）

取手
（FⅠ）

別府記念（GⅢ）

伊東温泉
ジャパンカップ

（ＦⅠ）

岐阜
（ＦⅠ）

京王閣
関東カップ

（ＦⅠ）

久留米
（ＦⅠ）

大宮
（ＦⅠ）

平塚
（ＦⅠ）

松戸
（ＦⅠ）

松阪
（ＦⅠ）

和歌山
西日本カップ

（ＦⅠ）

佐世保
（ＦⅠ）
ナイター

松戸
（ＦⅠ）
ナイター

前橋
（ＦⅠ）
ナイター

豊橋
（ＦⅡ）

別府
（ＦⅠ）
ナイター

いわき平
（ＦⅠ）
ナイター

こどもクッキング
クリスマスケーキを作ります。
と き� 12/21㈯10:00～12:30
対 象� 障害者手帳を所持する小学

生～高校生（付添者同伴）
講 師� 荒木登喜子さん（お菓子作り

講師）
定 員� 10組（申込順）
料 金� 1,000円

競輪豆知識��
バンク
競輪場で選手が走る競走路をバンク
といい、豊橋競輪場の一周の距離は
400mです。また、バンクのコーナー部
分には選手にかかる遠心力を軽減させ
るため、カントと呼ばれる傾斜が付いて
います。その最大傾斜はなんと約33.5
度もあり、近くで見ると、坂というより壁
のようです。大迫力のレースとともに、バ
ンクにも、ぜひ注目してください。

早朝前売� 7:30����開門予定��10:00

お正月アレンジフラワー
松や千両を使ったアレンジメン
ト作品を作ります。
と き� 12/26㈭10:00～11:30
講 師� 花の工房ノイ
定 員� 50人（申込順）
料 金� 1,000円

寄せ植え講座
シクラメンやビオラを使って寄
せ植えを作ります。
と き� 11/13㈬13:30～14:30
講 師� マルシェ＆カフェはなや

さい
定 員� 20人（申込順）
料 金� 1,500円

お正月用のし餅づくり�
お雑煮が楽しみだね！
と き� 12/22㈰9:30～14:00
定 員� 10家族（抽選）
料 金� 2,000円
申込み� 11/1㈮～11/15㈮に少年自然

の家

凧と五平餅づくり�
表浜海岸で凧揚げを楽しもう
と き� 来年1/25㈯9:30～14:00
講 師� 豊橋凧保存会
定 員� 20家族（抽選）
料 金� 1人600円
申込み� 11/16㈯～11/30㈯に少年自

然の家
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