
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、1/1㈷〜1/3㈮、1/14㈫（大清
水図書館を除く）

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。

1
月

手作りが好きでも不器用で、
それでも何かを作りたいと
思う著者が、梅干しやコース
ターなどいろいろな手作り
に挑戦します。イラストと共
に作り方が描かれており、著
者の奮闘ぶりに思わず笑み
がこぼれる1冊です。

『へなちょこ手づくり生活』
著者：たかぎ なおこ

白泉社 2013.9

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
1/11㈯10:30 二川地区市民館
1/17㈮11:00 南陽地区市民館
1/18㈯15:00 市民文化会館

1/25㈯11:00
青陵地区市民館、アイプラザ
豊橋

フリーマーケット�in�図書館
本や雑貨、衣類などを販売します。
と き　�1/25㈯9:30〜14:00
ところ　中央図書館　
問合せ　中央図書館

図書館資料展�ふるさと探訪�
知って！なるほど！ふるさとのお寺ものがたり
市内の寺院に残る文化財や歴史をパネルなどで
紹介します。
と き　1/25㈯〜3/1㈰
記念講演
と き　2/22㈯13:30〜15:50
講 師　林義将さん（普門寺副住職）ほか
定 員　150人（先着順）
［共通事項］
ところ　中央図書館　
問合せ　中央図書館

本の修繕講座
図鑑や絵本などの構造と修
理の仕方について学びます。
と き　��2/4㈫、2/18㈫（全

2回）13:30〜15:00
ところ　中央図書館　
定 員　25人（申込順）
申込み　��1/4㈯〜1/13㈷に直

接または電話で中央
図書館

16



問合せ　☎51・2882　　休館日　月曜日、1/1㈷〜1/3㈮

問合せ　二川宿本陣資料館 ☎41・8580、
　　　　駒屋 ☎41・6065
休館日　月曜日、1/1㈷、1/14㈫

駒屋�お正月イベント
餅つき大会
と き� 1/2㈭、1/3㈮11:00

七草粥
がゆ

の振舞い
と き� 1/5㈰10:00
山本祐司�新春LIVE書芸
音楽と書芸の共演を楽しめます。
と き� 1/5㈰11:00〜11:30
その他� 1/28㈫〜2/16㈰に書道作品を

展示
二胡と筝�初春演奏会
と き� 1/5㈰14:00〜14:30

大人の寺子屋��
楽しく学んで、美味しく食べよう
江戸時代の旅と温泉について学び、学校給食を食べます。
と き� 1/22㈬11:30〜13:00
ところ 駒屋
講 師� 二川宿本陣資料館学芸員
定 員� 20人（申込順）
料 金� 600円
申込み� 1/7㈫10:00〜1/13㈷16:00に電話で駒屋

網代フォトフレーム作り
薄い杉板を組み込んだ写真立てを作ります。
と き� 1/18㈯10:00〜11:30、13:00〜14:30
ところ� 駒屋
対 象� 中学生以上
講 師� 松井美喜夫さん（とよはしの匠）
定 員� 各10人（申込順）
料 金� 各3,000円
申込み� 1/4㈯10:00から電話で駒屋

開館40周年記念�ストラスブール美術館展��
印象派からモダンアートへの眺望
モネやゴーギャン、ブラックらによる近現代の名画を紹介します。
と き 2/8㈯〜3/29㈰
観覧料 一般1,200（1,000）円、小学生〜高校生400（300）円※（ ）内は

前売・団体料金

記念講演会
と き 2/11㈷14:00〜15:30
講 師  江本菜穂子さん（名古屋

造形大学造形学部 特任
教授）

定 員 80人（先着順）

印象派を代表する画家、モネが晩年を過ごしたパリ近郊ジヴェルニー周辺の風景
です。モネは光の変化を捉えるため、1日の異なる時間帯に、麦畑の同じ場所で5点
制作しました。本作はその連作の一つです。空が赤みがかっており、夕暮れ時を描い
た作品でしょうか。余分なものを描かず、一面に咲き誇る花々が印象的な作品です。

学芸員の作品紹介

クロード・モネ「ひなげしの咲く麦畑」1890年頃 
Musée d’Art Moderne et Contemporain de 
Strasbourg. Photo Musées de Strasbourg
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問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　　休館日　月曜日、1/1㈷、1/14㈫

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。

星を見る会�秋と冬の星座を楽しもう！
と き 2/8㈯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 1/10㈮からホームページで必要事項を入力

110番広報�豊橋けいさつ�
おまわりさんフェスタ
110番のかけ方を学べるほか、警察
音楽隊の演奏を聴けます。
と き� 1/11㈯10:00〜14:00

雪あそび
天然の雪で雪だるまや、かまくら
を作って遊べます。
と き� 2/2㈰10:00〜16:00

鉄とアルミの創造銀河系�
メタルクリーチャー2020
金属製の巨大な昆虫やドラゴンなどを展示します。
と き� 1/2㈭〜1/19㈰9:30〜17:00
ワークショップ�メタル・プレイスペース！
アルミホイルやネジを使って生き物などを作
ります。
と き　��1/12㈰、1/13㈷10:00〜16:00
講 師　��箔屋スフィカさん

（ホイルモデラー）
ほか

料 金　��100〜500円（一部
無料）

実験ショー�空気砲であそぼう
空気のかたまりが遠くまで飛ぶ仕
組みを学びます。
と き 1 / 1 1 ㈯ 〜 3 / 1 ㈰ の 土・

日曜日、祝・休日（1/18㈯、
1/26㈰、2/23㈷を除く）
13:40

プラネタリウム番組
と き 1/2㈭〜2/29㈯
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。第2・4土曜日

15:30は学芸員による星空解説あり

ミニワークショップ�空気砲
ペットボトルで空気砲を作り、発射
した空気の形などを観察します。
と き 1/11㈯〜1/13㈷、1/19㈰、

1/25㈯11:10
定 員 各10人（先着順）
料 金� 各100円

投映スケジュール
火〜金曜日（1/2㈭、1/3㈮を除く）
時間（45分） 番組名
15:00 季節の星空、えんとつ町のプペル
土・日曜日、祝・休日、1/2㈭、1/3㈮
時間（各30分） 番組名
10:30、14:30 忍たま乱太郎の宇宙大冒険
13:00 えんとつ町のプペル
15:30 コズミックフロント

青少年のための科学の祭典�
東三河大会
実験ショーやスライム作り、プログラミ
ング体験などを行います。
と き� 1/25㈯、1/26㈰10:00〜16:00
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問合せ　☎53・3153　  53・3200　  32402
休館日　月曜日、祝日、1/14㈫
その他　手話通訳・要約筆記などあり　申込み　1/4㈯9:00から、さくらピア

問合せ　☎21・2301　 　9815

問合せ　☎61・3136

1㈷
松阪

（ＦⅠ）
伊東温泉
（ＦⅠ）

佐世保
（ＦⅠ）
ナイター2㈭

3㈮ 四日市
（ＦⅡ）
ナイター

4㈯

立川記念
（GⅢ）

5㈰

6㈪

7㈫

8㈬ 小田原
（ＦⅠ）9㈭ 四日市

（ＦⅠ）
ナイター

10㈮

11㈯
和歌山記念

（GⅢ）12㈰

13㈷

14㈫

15㈬
名古屋
（ＦⅠ）

松山
（ＦⅠ）
ナイター

16㈭

17㈮

18㈯ 大宮記念
（GⅢ）

小倉
（ＦⅠ）
ナイター 

19㈰

20㈪ 京都向日町
（ＦⅠ）21㈫ 伊東温泉

（ＦⅠ）
ナイター

22㈬
防府

（ＦⅠ）23㈭

24㈮

25㈯ いわき平記念
（GⅢ）

奈良
（ＦⅡ）
ナイター

26㈰

27㈪ 和歌山
（ＦⅠ） 宇都宮

（ＦⅠ）28㈫

29㈬

30㈭ 高松記念
（GⅢ）31㈮

1月

スポレク教室
輪投げやグラウンド・ゴルフ、カロー
リングなどを楽しみます。
と き� �1/15㈬、1/29㈬、2/12㈬ 

（全3回）10:30〜12:00　
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� �清水勝之さん（レクリエー

ション講師）　
定 員� 20人（申込順）

スポーツ吹矢教室
と き� 1/25㈯、2/1㈯、2/22㈯、2/29㈯、

3/21㈯、3/28㈯（全6回）14:00〜16:00
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� ��伊東久夫さん（愛知県スポーツウエル

ネス吹矢協会）
定 員� 10人（申込順）　料金　150円

競輪豆知識�
選手の拠点�ホームバンク
1月現在、全国に約2,200人の競輪選
手がいます。選手は日頃の練習場を
ホームバンクとして活動しており、豊橋
競輪場には20〜55歳の32人が登録。
仲間と切磋琢磨しながら、走行練習や
筋力トレーニングに励んでいます。
地元選手の活躍にご注目ください。

早朝前売� 7:30����開門予定��10:00

さくらカフェ��
今が旬！�柑橘を楽しもう！
はるみや清見などの柑橘類を
食べ比べます。
と き� 2/27㈭10：30〜12：00
講 師� 宮地めぐみさん（野菜

ソムリエ）
定 員� 30人（申込順）
料 金� 500円

たき火でクッキング体験�
びっくりハンバーガーづくり
直火でも燃えないよう工夫した紙袋で、
ハンバーガーを作ります。
と き� 2/23㈷9:30〜14:00
対 象� 5歳児〜中学生と保護者（市内在

住の方優先）
講 師� 日本ボーイスカウト愛知連盟穂

の国地区協議会
定 員� 10家族（抽選）
料 金� 1人500円
申込み� 1/4㈯〜1/18㈯に少年自然の家

令和2年度�施設利用見学会
野外活動のプログラムなどを紹介し、
施設を案内します。
と き� 2/16㈰13:00〜15:00
対 象� 市内在住で、おおむね10人以上

の団体の引率者
申込み� 1/4㈯〜2/15㈯に少年自然の家
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