
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

7月11日㈯から中央図書館に�
情報発信コーナーを開設します
市政や地域に関する情報の常設展示を行います。
開設記念企画展�
図書館のこれまでとこれから
図書館創立以来の歴史をパネ
ルや資料などで紹介します。
と　き� 7/11㈯～7/26㈰
ところ� 中央図書館
問合せ� 中央図書館

7
月

昭和20年6月19・20日の
2日に渡り市内を襲った、
豊橋空襲。米軍の作戦任
務報告書などを読み解き、
空襲の計画・実行から空襲
後の被害状況まで、豊橋空
襲がなぜ起こったのかを
明らかにする1冊です。

『令和に語り継ぐ豊橋空襲』
著者：岩瀨 彰利
人間社 2020.4

大型活字本や録音図書を�
貸し出しています
目の不自由な方向けに、大型活字本や本を音声化
した録音図書を貸し出しています。また、来館する
ことが困難な方向けに、郵送での貸し出しを行っ
ています。貸し出し方法など詳細は、お問い合わせ
ください。
問合せ� 中央図書館

平和を求めて�とよはし展�
あの日あの時の少年少女たち
戦時下の10代の生活を資料と共に紹介します。
と　き� 7/11㈯～8/30㈰
ところ� 中央図書館
問合せ� 中央図書館
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問合せ　☎51・2882　　休館日　月曜日

藤原定家が監修した源氏物語
の最古の写本です。全54巻のう
ち4巻分のみ現存が確認されて
いましたが、昨年、吉田藩主大
河内松平家の子孫宅から新た
に1巻が発見されました。「若紫」
は、主人公の光源氏と後に妻と
なる紫の上の出会いが書かれ
た重要な巻です。江戸時代、貴
重な書籍は大名の間で現金に
代わる贈答品として扱われたた
め、「若紫」も幕府の要職にあっ
た大河内松平家が他の藩に何
らかの便宜を図ったことのお礼
に贈られたと考えられます。

学芸員の作品紹介

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

定家本源氏物語「若紫」  鎌倉時代

夏の本陣体験講座�
江戸時代の旅日記帳を作ろう
と　き� 7/23㈷10:00～11:00
ところ 二川宿本陣資料館
対　象 小学生と保護者
定　員 6組（申込順）
料　金 100円
申込み 7/4㈯10:00から電話で

二川宿本陣資料館

二川宿ほほえみランチ�二川で生まれた奇跡のお米
「女神のほほえみ」を使った食事を楽しめ
ます。
と き 7/24㈷11:30～13:30
ところ 駒屋
定 員 40人程度（先着順）
料 金� 880円
問合せ 駒屋

吉田城と三河吉田藩�
藩主大河内松平家の歴史と文化
吉田城の歴史と旧藩主家に伝わる資料約
200点を紹介します。
と　き 7/22㈬～9/13㈰
観覧料� 一般500（400）円、小学生～高校生

200（100）円 ※（  ）内は団体料金
記念講演会�
新出・源氏物語「若紫」と藤原定家
と　き 8/9㈰14:00
講　師� 藤本孝一さん（龍谷大学客員教授）
定　員� 50人（抽選）
申込み 7/1㈬～7/19㈰にホームページで

必要事項を入力
記念落語会
と　き 8/10㈷14:00
出　演� 微笑亭さん太（豊橋落語天狗連）
定　員� 50人（抽選）
申込み� 7/1㈬～7/19㈰にホームページで

必要事項を入力

駒屋の夏蔵�
東三河花火写真展
と　き� 7/18㈯～8/23㈰9：00～17：00 

※最終日は15：00まで
問合せ 駒屋

作った旅日記帳は 
メモ帳としても使えます！

二川宿本陣資料館
早野 祐美子
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問合せ　☎21・5525
休館日　水曜日（7/22、7/29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。

ここにこ芝生シアター��
星空映画祭
映画「ペット2」を観賞します。
と き� 8/1㈯19:10～20:50（雨天

中止）
おはなしおばさんの�
たのしいおはなし会
と き� 8/2㈰11:00～12:00、14:00～

15:00

ひるまのおばけ広場�
おばけ年間パスポートを探せ
写真をヒントに、さまざまな場所に移動してクイズを
解きます。
と　き� 7/25㈯、7/26㈰、8/2㈰、8/3㈪、8/10㈪～

8/12㈬、8/14㈮～8/16㈰10:00～11:00、
12:00～13:00、15:00～16:00

定　員� 各30人（先着順）
その他� 問題を5つ解いた方にプレゼントあり

月の変化を見てみよう
望遠鏡を設営し、三日月の動きと形の変化を観察します。
と　き� 7/28㈫、7/30㈭、8/1㈯（全3回）18:00～20:00（天候

不順の場合は中止）
対　象� 小学4～6年生と保護者　定員���10組（申込順）
申込み� 7/10㈮からホームページで必要事項を入力

豊橋技科大出前授業�
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製作秘話を紹介し
ます。
と　き� 7/19㈰13:30～14:30
講　師� 佐野滋則さん（機械工学系准教授）
定　員� 20人（申込順）
申込み� 随時、ホームページで必要事項を入力

ソーラー工作スペースロボ
ミニカーや人型に変身するロボットを作ります。
と　き� 8/22㈯10:00～12:00　対象���小学4年生以上
定　員� 10人（申込順）　料金���2,200円
申込み� 7/10㈮からホームページで必要事項を入力

プラネタリウム新番組
と き� 7/18㈯～8/30㈰
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。7/25㈯、8/8㈯、

8/22㈯15:30は星空生解説あり

投映スケジュール
時間（各30分） 番組名

10:30、15:30 プラネタリウムちびまる子ちゃん
それでも地球はまわっている

13:00 それいけ！アンパンマン
ちびおおかみと月のふしぎ

ハットおばさんのたのしい手品
新聞紙や輪ゴムなどを使った手品
を楽しめます。
と き� 7/26㈰11:00～12:00

問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　休館日　月曜日

Ⓒ2019 Universal 
Studios. All Rights 
Reserved.

しゃしんであつまれ��
7月26日㈰は、ここにこの誕生日！
募集した笑顔の写真を展示します。
と き� 7/26㈰～8/16㈰

Ⓒさくらプロダクション/ 
日本アニメーション
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問合せ　☎61・3136

1㈬

2㈭  

3㈮

4㈯

5㈰

6㈪

7㈫

8㈬

9㈭

10㈮

11㈯  

12㈰  

13㈪  

14㈫  

15㈬  

16㈭  

17㈮  

18㈯  

19㈰

20㈪  

21㈫

22㈬  

23㈷  

24㈷  

25㈯  

26㈰  

27㈪   

28㈫   

29㈬

30㈭

31㈮

7月

小松島記念
（GⅢ）

大垣
（ＦⅠ）

和歌山
（ＦⅠ）

富山記念
（GⅢ）

川崎
（ＦⅠ）
ナイター

弥彦
（ＦⅠ）
ナイター

大垣
（ＦⅠ）

静岡ジャパンカップ
（ＦⅠ）

豊橋
（ＦⅡ）

富山
（ＦⅠ）

弥彦記念
（GⅢ）

福井記念
（GⅢ）

高松
（ＦⅠ）

岐阜
（ＦⅠ）

西武園
（ＦⅠ）

小倉
（ＦⅠ）
ナイター

松戸
（ＦⅠ）
ナイター

別府
（ＦⅠ）
ナイター

いわき平
サマーナイト

フェスティバル
（GⅡ）ナイター

函館
（ＦⅠ）
ナイター

久留米
（ＦⅠ）
ナイター

玉野（ＦⅠ）ナイター

笑顔あふれるチャレンジキャンプ�
広げよう！ふれあいの輪
宿泊棟泊や野外炊事、キャンプファイアを行います。
と　き� 9/5㈯13:00～9/6㈰14:00 ※1泊2日
ところ� 野外教育センター
対　象� 小学5・6年生（市内在住の方優先）
定　員� 36人（抽選）　
料　金� 4,000円

大人のプラネタリウム
移動型プラネタリウムで天体観賞をし
ます。
と き� 8/30㈰15:30～16:30
対 象� 障害者手帳を所持する18歳

以上の方（高校生を除く。重度
障害者は介護者同伴）と家族、
友人

定 員� 10人（申込順）　料金　100円

地元選手紹介�
118期�當銘沙恵美選手
姉の當銘直美選手の影響で高校生か
ら自転車競技を始め、豊橋競輪場の
ガールズ選手育成プロジェクトから
競輪選手となった沙恵美選手。姉から
は「自分を超えるような選手になって
ほしい」と応援されており、姉妹で切磋
琢磨しながらトレーニングに励んでい
ます。

早朝前売� 7:30����開門予定��10:00

サマースクール
こどもクッキング
と き� 8/5㈬10:00～12:30
講 師� 荒木登喜子さん（パン教室講師）
定 員� 5組（申込順）　料金���500円
プラネタリウム観賞とクラフト体験
と き� 8/30㈰13:30～15:00
定 員� 5人（申込順）　料金���200円
[共通事項]
対 象� 障害者手帳を所持する小学生～高校生と付添者

親子で初めていっぱいキャンプ！�きずな深まる！びっくり体験
テント泊や野外炊事、キャンプファイアを行
います。
と　き� 8/29㈯13:00～8/30㈰14:00、

9/12㈯13:00～9/13㈰14:00 ※各
1泊2日

対　象� 5歳児～中学生と保護者（市内在住
の方優先）

定　員� 各9家族（抽選）　料金���大人各4,000円、子ども各3,000円

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　7/1㈬9:00から、さくらピア

問合せ　☎21・2301　 　9815
講 師　愛知キャンプカウンセラー協会
申込み　7/1㈬～7/21㈫に少年自然の家
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