
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、2/25㈫

「　　　　」＆

さくらピア＆

公共施設で開催するイベントを紹介します。

スタッフの
おすすめ本

絵本講座��
おうちで絵本を楽しもう
と き� 3/4㈬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～小学3年生

の託児あり（予約制。
1人150円）

申込み� 2/16㈰までに中央
図書館※中央図書館
ホームページからも
申し込み可

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� 2/15㈯9:30～14:00 ところ�中央図書館
その他� 1人10冊まで購入可 問合せ�中央図書館

郷土再発見講演会�
三河吉田藩・お国入り道中記
江戸時代の藩主のお国入りの苦
労話などを紹介します。
と き� 2/24㉁13:30～15:00
ところ� 中央図書館
講 師� 久住祐一郎（美術博物館

学芸員）
定 員� 150人（先着順）
問合せ� 中央図書館

2
月

発明家から高速道路まで、
あらゆる人や物を、徹底し
た取材による豊富な情報
と、素晴らしい写真の数 で々
褒めまくります。ギターを褒
めるのにも木の細胞膜の話
まで掘り下げており、読み終
えた後は社会科見学に行っ
たような気持ちになります。

『人とものの讃歌2』
著者：福野 礼一郎
三栄書房 2018.12

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
2/1㈯11:00 前芝校区市民館
2/15㈯11:00 東陵地区市民館
2/15㈯15:00 市民文化会館
2/21㈮11:00 南陽地区市民館
2/22㈯11:00 青陵地区市民館、アイプラザ豊橋

読み聞かせをする人のための講演会�
子どもにとって読み聞かせとは
と き� 2/16㈰10:00～11:30
ところ� 中央図書館
講 師� 青嶋由美子さん（豊橋創造大学短期大学

部幼児教育・保育科教授）
定 員� 100人（先着順）　問合せ��中央図書館
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問合せ　☎51・2882　　休館日　月曜日、2/25㈫

問合せ　二川宿本陣資料館 ☎41・8580、
　　　　駒屋 ☎41・6065
休館日　月曜日、2/25㈫

季節の煎茶体験
と き� 2/16㈰10:00～15:00
ところ 駒屋
料 金� 400円
問合せ� 駒屋

マリー・ローランサン「マリー・ドル
モワの肖像」1949年
Musée d’Art Moderne et 
Contemporain de Strasbourg, 
Photo Musées de Strasbourg.

ポール・ゴーギャン「ドラクロワのエス
キースのある静物」1887年頃
Musée d’Art Moderne et 
Contemporain de Strasbourg, 
Photo Musées de Strasbourg.

駒屋のひなまつり�
福よせ雛

び な

スポーツ観戦やドラマの撮影現場な
どを、ひな人形で再現します。
と き� 2/1㈯～4/12㈰
おひな様になろう
と き 3/1㈰10:00～16:00
対 象� 身長100～110㎝、120～130㎝

の女の子
定 員� 各15人（申込順）
申込み� 2/19㈬10:00から電話で駒屋
［共通事項］
問合せ 駒屋

1886年、ゴーギャンは裕福な暮
らしを捨て、画業に専念するよう
になり、翌年カリブ海にあるマル
ティニーク島へ向かいます。本作
はその頃に制作された作品です。
背景にドラクロワのエスキース
（下絵）を暗い色調で描く一方、
南国風の果実と野菜を鮮やかな
色彩で描き、自然の豊かさや純
真さを表現しています。落ち着い
た静物画の中にも、ゴーギャンの
文明に汚されていない南国への
憧れが反映されているようです。

学芸員の作品紹介

駒屋横丁
キッチンカーでカレーやコロッケ
などを販売します。
と き� 2/16㈰10:00～15:30
問合せ� 駒屋

美術博物館��開館40周年記念��
ストラスブール美術館展�展示説明会
と き 2/27㈭、3/15㈰14:00
講 師� 当館学芸員
料 金� 無料（観覧料必要）

草田かしす＆永田煙草�
めおと展Ⅵ�Message
書道と篆

てん

刻
こく

の作品を展示します。
と き 2/22㈯～3/22㈰9:00～16:30（最終

日は15:00まで）
ところ 駒屋　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、2/25㈫

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。

ここにこ劇場�人形劇団むすび座�
まゆとおに、カッタンゴトゴトプッポッポ
と き� 2/11㈷11:00～12:00
対 象� 小学3年生以下と保護者
定 員� 150人（先着順。当日10:00から整理

券を配布）

ここにこ手作り市
陶器や雑貨、木のおもちゃな
どを購入できます。
と き� 2/29㈯、3/1㈰9:30～

17:00

こども未来館相撲大会�
ここにこ場所の観戦
年長児～小学3年生の取り組みを観戦で
きます。
と き� 2/23㈷12:00～16:00

ミニワークショップ�静電気くらげ
静電気の力で空中に浮かぶ、クラゲ
形のおもちゃを作ります。
と き 2/1㈯～3/1㈰の土・日曜

日、祝・休日（2/23㈷を除く）
11:10

定 員 各10人（先着順）
料 金 各100円

プラネタリウムの投映中止と�
地下資源館の一部見学休止
投映中止
と き� 2/26㈬～2/28㈮
1階展示室の見学休止
と き� 2/26㈬～3/13㈮

こども未来館
竹本 玄

豊橋技術科学大学出前授業�
ロボコンのロボットが出来上がるまで
ロボットコンテストに出場したロ
ボットや裏話を紹介します。
と き 3/15㈰13:30～14:30
講 師� 佐野滋則さん（機械工学系

准教授）
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

おもしろサイエンスの日�
熱と化学で遊ぼう
スライムやカイロ作り、電池の実験などを行
います。
と き� 2/23㈷13:00～15:00（随時参加可）

習いごと体験�
できた！フェスタ！
バレエや空手、書道など9種の習い
事を体験できます。
と き� 2/16㈰10:00～16:00
申込み� 2/15㈯までに、こども未来館

（☎21・5527）

山分親方（元武雄山）が特別解説！
現役の若手力士とも触れ合えます。
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問合せ　☎53・3153　  53・3200　  32402
休館日　月曜日、祝日

問合せ　☎21・2301　 　9815

問合せ　☎61・3136
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2月
高松記念
（GⅢ）

大宮
（ＦⅠ）

豊橋
（GⅠ）

全日本選抜

奈良記念
（GⅢ）

大垣
（FⅠ）

静岡記念
（GⅢ）

小倉
（GⅢ）

名古屋
（FⅠ）

松阪
（FⅠ）

小松島
（FⅠ）

いわき
（FⅠ）

ジャパンカップ

久留米
（ＦⅠ）
ナイター

玉野
（ＦⅠ）
ナイター

豊橋（ＦⅠ）
ナイター

春こいまつり
施設利用者の活動発表や東北応援バ
ザー、陶芸体験などを行います。
と き� 3/29㈰10:00～15:00

豊橋競輪で健康チェック＆�
足湯体験
骨量や筋肉量、血圧などの測定や、足
湯体験ができます。
と き� 2 / 8 ㈯ ～2 / 1 1 ㈷ 、2 / 2 3 ㈷

10:00～15:00
入場料� 無料

早朝前売� 7:30����開門予定��10:00

寄せ植え講座
ガーベラやマーガレットなどを
使った寄せ植えを作ります。
と き� 3/24㈫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
その他� 手話通訳・要約筆記など

あり
申込み� 2/4㈫9:00から、さくら

ピア

こどもクッキング�ひな寿し
牛乳パックを使って、ひし餅型の押
し寿司を作ります。
と き� 2/29㈯10:00～12:30
対 象� 障害者手帳を所持する小学

生～高校生と付添者
講 師� 荒木登喜子さん（クッキン

グ講師）
定 員� 10組（申込順）
料 金� 500円
その他� 手話通訳・要約筆記などあり
申込み� 2/4㈫9:00から、さくらピア

シェアリングネイチャー体験講座
森で自然の音を聞き、落ち葉を 
触るなど、春を五感で感じます。
と き� 4/18㈯10:00～13:00
対 象� 16歳以上の方
講 師� シェアリングネイチャー

ウェルネスガイド
定 員� 10人（申込順）
料 金� 300円
申込み� 2/9㈰～3/28㈯に少年自

然の家

くろしおファミリーキャンプデー
と き� 4/25㈯9:00～16:00
対 象� 5歳児～中学生と保護者
定 員� 10家族（抽選）
料 金� 一般100円、中学生以下

30円
申込み� 2/1㈯～2/21㈮に少年自

然の家
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