
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

「　　　　」＆

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

絵本であそぼう！�in�中央図書館
市内の外国籍児童らが作った絵本を発
表します。
と き� 3/21㈯14:00
定 員� 100人（先着順）
問合せ� 中央図書館

小和田哲男さん講演会�戦国武将の
先読みと決断�光秀と信長の違い
と き� 3/14㈯13:30
ところ� 中央図書館
定 員� 150人（抽選）
申込み� 3/5㈭までに中央図書館

映画「ニューヨーク公共図書館��
エクス・リブリス」上映会
と き� 3/22㈰13:00
ところ� 中央図書館
定 員� 150人（先着順）
問合せ� 中央図書館

ほっとシネマ�in�図書館�
映画「天使のいる図書館」上映会
と き� 3/28㈯14:00
ところ� 中央図書館
定 員� 150人（先着順）
問合せ� 中央図書館

3
月

ネズミの夫婦が、娘のために
最高の結婚相手を探します。
繰り返される小気味良い文
章が楽しい民話で、中でも鉛
筆で描かれたやさしい挿絵
で展開される本書は、大人も
引き込まれます。何事にも優
劣を決められないという教訓
話としても楽しめる1冊です。

『ねずみのよめいり』
著者：おざわ としお
絵：かないだ えつこ

くもん出版 2007.12

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
3/14㈯10:30 二川地区市民館
3/20㈷11:00 南陽地区市民館
3/21㈯15:00 市民文化会館
3/28㈯11:00 青陵地区市民館、アイプラザ豊橋

豊橋での創業・事業承継・�
ソーシャルビジネス応援展
創業や社会的課題の解決を目指
す事業をパネルなどで紹介します。
と き� 3/1㈰～4/23㈭
ところ� 中央図書館
その他� 期間中の火・木曜日に日

本政策金融公庫職員によ
る創業などの個別相談会
あり。申し込みは、各前日
16:00までに日本政策金
融公庫（☎52・3191）

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

大人の寺子屋��
楽しく学んで、美味しく食べよう
市内の野球場の歴史などを学び、学
校給食を食べます。
と き 3/18㈬11:30～13:00
ところ 駒屋　定員���20人（申込順）
料 金� 600円
申込み� 3/3㈫10:00～3/10㈫16:00

に電話で駒屋

二川宿本陣まつり��
ひなまつりイベント�琴の演奏会
と き� 3/8㈰14:00
ところ 二川宿本陣資料館
出 演� 二川南小学校 琴クラブ
問合せ� 二川宿本陣資料館

ポール・シニャック「アンティーブ、夕暮れ」1914年
Musée d’Art Moderne et Contemporain de 
Strasbourg, Photo Musées de Strasbourg.

駒屋の春蔵�艶
えんよう

陽
飾り帯や書などを展示します。
と き� 3/28㈯～4/19㈰
問合せ 駒屋

描かれている風景は南フランス・アンティーブの港です。空、海、建物
などが、さまざまな色の点で表されており、離れて見ると色の固まりの
ように見えます。シニャックは、色彩理論を研究し、絵の具を混ぜずに、
多数の色の点を組み合わせることで、より鮮やかに見せる技法を試み
ました。左に見える高い建物は12世紀の城砦で、とりでや帆船の落と
す水面の影の青緑色と、夕焼け空の赤色との対比が美しい作品です。

学芸員の作品紹介

じょうさい

ストラスブール美術館展�ギャラリートーク
展覧会の見どころについて解説します。
と き 3/15㈰14:00
講 師� 当館学芸員　料金　無料（観覧料必要）

ばぁばのランチ
東三河の旬の食材などを使った食事を
楽しめます。
と き 3/19㈭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� 3/1㈰10:00から電話で駒屋

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレッ
ク「ディヴァン・ジャポネのポスター」
1892年
M u s é e  d ’A r t  M o d e r n e  e t 
Contemporain de Strasbourg, 
Photo Musées de Strasbourg.

ぜひ華やかな春蔵を
お楽しみください。

駒屋
安田 麻貴
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問合せ　☎21・5525
休館日　水曜日（3/25、4/1を除く）
子育てプラザ（0～3歳児）の情報は今号26

ページの「パパママ」に掲載しています。

小学館おはなし玉手箱
音と映像に合わせた絵本の読み聞か
せを楽しみます。
と き� 3/15㈰11:00～11:50、

14:00～14:50
出 演� 関山美沙紀、田尻浩章（声優）
定 員� 各100人（先着順。各1時間前

から整理券を配布）

三河トコトン豚まつり
豚の解体や試食などを通して、豚に
ついて学びます。
と き� 3/15㈰9:30～17:00
講 師� 三河トコ豚極め隊ほか

とよはし模型博
市内のメーカーや職人による模型・ジオラ
マなどを展示します。
と き� 3/21㈯～4/5㈰9:30～17:00
リョータさんとプラモつくろーぜ会
エアブラシで塗装するなど、本格的なプラ
モデルの作り方を学びます。
と き� 3/23㈪、3/26㈭、4/1㈬、4/2㈭

10:00～12:00、13:00～16:00

おもしろサイエンスの日�
空を飛ぶもので遊ぼう
ブーメランや風船ロケット、割り箸飛行機な
どを作ります。
と き 3/22㈰13:00～15:00（随時、参

加可）

星を見る会
冬のダイヤモンドや、すばるなどを観
察します。
と き� 3/7㈯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� 随時、ホームページで必要事

項を入力

企画展�おもしろ材料の世界
光を蓄えて発光する材料を使った影
の実験などを楽しめます。
と き 3/14㈯～8/30㈰

実験ショー�重心のひみつ
やじろべえや人が椅子から立てなくなる仕
組みを学びます。
と き� 3/7～4/29の土・日曜日、祝日

（3/22㈰、4/26㈰を除く）13:40

祝☆卒園・進級・入学…�
感謝の花束を贈ろう！
家族や友人へ、感謝の言葉と共に
ブーケを贈ります。
と き� 3/28㈯11:00～12:00
講 師� 花男子プロジェクト
定 員� 5人（先着順）
その他� 先着180人の高校生以下に

花をプレゼント

問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　休館日　月曜日

自分の好きな形の
影を作れますよ！

学芸員
栗橋 潤
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問合せ　☎61・3136
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3月

立川
（ＦⅠ）

玉野記念
（GⅢ）

松山記念
（GⅢ）

福井
ウイナーズカップ

（GⅡ）

奈良記念（GⅢ） 豊橋
（ＦⅠ）
ナイター

静岡
（ＦⅠ）
ナイター

四日市
（ＦⅠ）
ナイター

京都向日町
（ＦⅠ）

久留米
（ＦⅠ）

大垣
（ＦⅠ）平塚

（ＦⅠ）
ジャパンカップ

久留米国際
自転車トラック
競技支援競輪
（GⅢ）

名古屋
（ＦⅠ）

松阪
（ＦⅠ）

大宮
（ＦⅠ）

豊橋
（ＦⅡ）
ナイター

松戸
（ＦⅠ）
ナイター

玉野
（ＦⅠ）
ナイター

川崎
（ＦⅠ）
ナイター

ファミリーキャンプデー＆�
覚えよう！キャンプ術
テントやバンガローに泊まり、キャン
プの楽しみ方を学びます。
と き� 5/2㈯13:00～5/3㈷12:00、

5/5㈷13:00～5/6㉁12:00
※各1泊2日

料 金� 各1人3,000円程度

サウンドテーブルテニス�
（視覚障害者卓球）教室
と き� 4/5㈰、5/31㈰（全2回）10:00～

15:00
対 象� 障害者手帳（視覚）所持者（重度障

害者は介護者同伴）
講 師� 難波昇さん（STT公認審判員）
定 員� 10人（申込順）　料金　500円

ヒロシ＆健坊��
特別競輪予想会
元競輪選手によるGⅡレースの予想を
聞けます。
と き� 3/26㈭～3/29㈰
その他� 後半6レースのみ

早朝前売� 7:30����開門予定��10:00

機能訓練事業
理学療法士による運動指導
と き� 4月～来年3月の第1土

曜日13:30～17:00
動作法による訓練
と き� 4月～来年3月の第4土

曜日9:30～11:30
[共通事項]
対 象� 障害者手帳所持者（重

度障害者は介護者同伴）
と家族

定 員� 各10人程度（申込順）

バドミントン教室
と き� 4/12㈰、4/26㈰、5/10㈰、

5/31㈰、6/14㈰、6/28㈰（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� 西郷強次さん（豊橋バドミン
トン協会）

定 員� 20人（申込順）
料 金� 500円
その他� 手話通訳・要約筆記などあり

春のネイチャーゲーム体験会
自然の中で春の色を探し、炭火でピ
ザを焼きます。
と き� 4/29㈷10:00～15:00
料 金� 1人500円

問合せ　☎53・3153　  53・3200　  32402
休館日　月曜日、祝日　申込み　3/3㈫9:00から、さくらピア

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）
申込み　3/1㈰～3/15㈰に少年自然の家
問合せ　☎21・2301　 　9815

健坊さん、ヒロシさん

初心者でも大丈夫です。
一緒に競輪を楽しみましょう！
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