
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（中央・向山図書館は8/10㈷を除く）、
第４金曜日、8/11㈫（中央・向山図書館のみ）

「　　　　」＆

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

調べ物をお手伝いします
調べ物や研究に必要な情報を、図書館の蔵書などから探
す手助けをします。直接、中央図書館レファレンスカウン
ターでお尋ねいただくか、ホームページからお問い合わせ
ください。また、過去に回答した質問はホームページで検
索することができます。
問合せ� 中央図書館

8
月

ラップの芯やストローなど
身近な材料を使い、ピンポ
ン玉やビー玉を転がして遊
ぶ10種類の装置の作り方
を、分かりやすく解 説し
ます。中には高さ2mもの大
きな装置もあり、夏休み中
の遊びにぴったりの一冊
です。

『スーパーコロコロ�
ドミノ装置』
著者：野出 正和

いかだ社 2020.3

赤ちゃん絵本ボランティア育成講座
赤ちゃんへの絵本の読み聞かせ方を学びます。
と　き� 8/27〜10/1の木曜日（9/17㈭を除く。

全5回）10:00〜11:30
ところ� 中央図書館
定　員� 10人（抽選）
申込み� 8/13㈭までに直接または電話で中央図

書館 ※ホームページからも申し込み可

ネットワーク館をご利用ください
中央・向山・大清水図書館のほか、ネットワーク館（石巻・青
陵・南部・二川・北部・牟呂地区市民館、アイプラザ豊橋、こど
も未来館）でも、図書館の貸出券を使い、図書の貸し出しや
返却、予約ができます。ネットワーク館では、新刊図書を毎週
5冊程度追加しているほか、毎年2月と9月に施設間で図書
の入れ替えを行っています。近く
のネットワーク館をぜひ、ご利用
ください。
問合せ� 向山図書館
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問合せ　☎51・2882　　休館日　月曜日（8/10㈷を除く）、8/11㈫

問合せ　二川宿本陣資料館 ☎41・8580、
　　　　駒屋 ☎41・6065
休館日　月曜日（8/10㈷を除く）、8/11㈫

この世を象徴するかのような
山水に、大仏のような赤ちゃん
が溶け込む不思議な世界が描
かれています。作者は、モデル
となった愛娘の誕生をきっか
けに、人間が存在することの
不思議さを絵画にしたいと考
えました。金砂子を蒔いた工
芸品のような繊細な表現が見
事です。

学芸員の作品紹介

旅人は伊勢をめざす�
お伊勢まいりの歴史
旅日記や絵図から江戸時代の旅
の文化を紹介します。
と　き� 8/1㈯〜9/27㈰
ギャラリートーク
と　き 8/8㈯、9/20㈰14:00　
講　師� 当館学芸員
記念講演会
と　き 9/6㈰14:00〜15:30　
講　師� 当館学芸員　
定　員� 15人（申込順）
申込み 8/5㈬10:00から電話で二川宿本陣資料館
［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

駒屋の夜店
バンドの演奏やビンゴゲームなどを
楽しめます。
と き 8/8㈯、8/15㈯17:00〜20:30
和心おもてなし�浴衣着付け体験
と　き 8/8㈯、8/15㈯15:00〜17:00
講　師� 民族衣装文化普及協会
持ち物� 浴衣、履物
その他� 浴衣の貸し出しあり（各500円必要）
［共通事項］
問合せ 駒屋

漆原夏樹「彼女の風景」2014年

本陣のおばけ屋敷�
一晩だけ、二川にお化けがやってくる！
と　き� 8/22㈯18:00、18:30、

19:00、19:30
ところ 二川宿本陣資料館
対　象 小学生以下と保護者
定　員 各10人（申込順）
料　金 各100円
申込み 8/4㈫10:00から電話で

二川宿本陣資料館

吉田城と三河吉田藩�
関連イベント
記念講演会�源氏物語と大河内本�
若紫巻の愉

たの

しみ
と　き 8/22㈯14:00
講　師� 山本淳子さん（京都先端科学大学

教授）
講座�発掘調査でわかる吉田城、�
大河内家における宝物の管理
と　き 8/23㈰14:00
講　師� 当館学芸員
［共通事項］
定　員� 各50人（抽選）
申込み� 8/9㈰までにホームページで必要

事項を入力

日本画を拓く作家たち�
トリエンナーレ豊橋受賞作品展
過去の受賞作家の作品21点を
展示します。
と　き 8/4㈫〜8/23㈰

歌川広重「伊勢参宮宮川の渡し」
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問合せ　☎21・5525
休館日　��子育てプラザのみ8/19㈬、

8/26㈬
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。

ここにこ銀行お仕事体験イベント�
アマビエ職人
疫病を収束させる妖怪アマビエを紙粘土で作ります。
と　き� 8/3㈪〜8/7㈮、8/11㈫〜8/14㈮11:00〜12:00、

13:30〜14:30
対　象� 小・中学生
定　員� 各5人（先着順）

ここにこライブ！
高校の吹奏楽部による野外演奏を楽し
めます。
と　き� 8/8㈯、8/9㈰16:30（雨天中止）
出　演� 豊橋中央・豊橋東・豊橋商業高校ほか

おもしろサイエンスの日�光で遊ぼう
偏光板で筒の中の壁を球が通過するマジック道具などを作
ります。
と　き� 8/23㈰13:00〜15:00（随時、参加可）

パティシエになろう�
2種類の焼き菓子を作ろう
とき 9/12㈯
講師 マッターホーン

体�

験��

１

和菓子職人になろう�
和風スイートポテトを作ろう
とき 9/13㈰
講師 ㈱お亀堂

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：8/16㈰〜8/31㈪ま
でにホームページで必要事項を入力

はじめての天体望遠鏡
望遠鏡の選び方や扱い方、天体
写真の撮り方などを学びます。
と　き� 9/12㈯13:30〜14:30
定　員� 10人（申込順）
申込み� 8/10㈷からホームペー

ジで必要事項を入力

科学・芸術的思考を鍛える�科学とアートの積み木遊び
と　き� 8/30㈰10:00〜16:00

（随時、参加可）

パワーストーンハンティング
探し出した宝石でマグネット
を作ります。
と　き� 8 / 1 ㈯ 〜 8 / 1 6 ㈰ 、

8/22㈯、8/29㈯11:10
定　員� 各5人（先着順）
料　金� 各100円

問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　休館日　月曜日

迫力のある演奏を
お楽しみください！

こども未来館
笹田 貴洋
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問合せ　☎61・3136
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8月
富山記念
（GⅢ）

高松
（ＦⅠ）

静岡
（ＦⅠ）

防府（ＦⅠ）

玉野
（ＦⅠ）
ナイター

川崎
（ＦⅠ）
ナイター

函館
（GⅢ）
ナイター

名古屋
オールスター

（GⅠ）

富山
（ＦⅠ）

広島
（ＦⅠ）

取手
（ＦⅠ）

松阪
（ＦⅠ）

立川
（ＦⅠ）

福井
西日本カップ

（ＦⅠ）

小田原記念
（GⅢ）

大垣
（ＦⅠ）

松戸記念
（GⅢ）
ナイター

前橋
（ＦⅠ）
ナイター

小倉
（ＦⅠ）
ナイター

函館
（ＦⅠ）
ナイター

四日市
（ＦⅠ）
ナイター

くろしおファミリーキャンプデー�
食材を持ち込んでBBQを楽しもう
と　き� 9/26㈯9:00〜16:00
ところ� 少年自然の家
対　象� 5歳児〜中学生と保護者
定　員� 10家族（抽選）
料　金� 500円
申込み� 8/1㈯〜8/21㈮に電話で少年

自然の家

絵手紙教室
と　き� 9/17㈭、10/15㈭、11/19㈭、

12/17㈭、来年1/21㈭、2/18㈭
（全6回）13:30〜15:00

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� 坂上明子さん（絵手紙講師）
定　員� 8人（申込順）　
料　金� 500円

地元選手紹介�
118期�杉浦菜留選手
3歳の時にマウンテンバイクに乗り始め
たのがきっかけで自転車が好きになり、
中学3年生で自転車競技を始めました。
高校に入って競輪選手になることを決意
し、自転車部を一から立ち上げるなど、
熱意をもって競技に取り組んできまし
た。念願の競輪選手としてデビューした
杉浦選手に、熱い声援をお願いします。

早朝前売� 7:30����開門予定��10:00

さくらカフェ��
豊橋の文化を知ろう
飽海人形浄瑠璃の歴史を学びます。
と　き� 9/30㈬10:30〜11:30
講　師� 伊賀太吉さん（吉田文楽保存会）
定　員� 20人（申込順）

少年自然の家・野外教育センターの�
インスタグラムはじめました
自然の魅力やイベント情報などを発信します。

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　8/4㈫9:00から、さくらピア

問合せ　☎21・2301　 　9815　休館日　月曜日

アカウント名
toyohashi_outdoor

少年自然の家
光友 孝二

自然の中で、新しい発見をする
楽しさを伝えます。
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