
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9/21㈷を除く）、第４ 

金曜日、9/23㈬（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

古文書に親しむ講座（入門編）

と　き 9/26㈯、10/3㈯（全2回）

10:00～11:30

ところ 中央図書館

対　象 古文書を初めて学ぶ方

講　師 藤井奈都子さん（愛知大学非

常勤講師）

定　員 10人（抽選）

申込み 9/4㈮～9/18㈮に中央図

書館

豊橋西高校文芸部×中央図書館  

コラボ展示 コトバノチカラ

高校生の日常を切り取った俳句や短

歌を展示します。

と　き 9/2㈬～10/22㈭

9
月

世界遺産に指定されている

図書館や映画「ハリー・ポッ

ター」の舞台となった図書

館など、思わず訪れたくな

る世界の図書館を37館紹

介しています。多彩な写真

を見ているだけで、世界旅

行をした気分になれます。

『世界の夢の図書館』
エクスナレッジ 2014.1

読み聞かせボランティア育成講座

絵本の選び方や紙芝居の演じ方など、読み聞かせ

の基礎を学びます。

と　き 10/7～11/18の水曜日（11/11㈬を除く。

全6回）10:00～11:30

ところ 中央図書館

定　員 10人（抽選）

申込み 9/1㈫～9/24㈭に中央図書館※ホーム

ページからも申し込み可

I LOVE 三遠ネオフェニックス展

チームや選手について、パネルやグッ

ズで紹介します。

と　き 9/19㈯～10/11㈰

ところ 中央図書館
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問合せ　☎51・2882　　休館日　月曜日（9/21㈷を除く）

問合せ　二川宿本陣資料館 ☎41・8580、

　　　　駒屋 ☎41・6065

休館日　月曜日（9/21㈷を除く）、9/23㈬

二川宿本陣まつり 

菊の節句 重陽

菊の着せ綿や折り紙作品、つるし飾り

を展示します。

と　き 9/5㈯～9/13㈰9:00～17:00

（最終日は16:00まで）

ところ 二川宿本陣資料館

問合せ 二川宿本陣資料館

和創作 季節遊び 

かわいいどんぐりブローチ♪

と　き 9/16㈬13:00～16:00

ところ 駒屋

定　員 10人（申込順）

料　金 3,200円

申込み 9/2㈬10:00から電話で駒屋

二胡とベリーダンスの饗宴

と　き 9/22㈷14:00～15:00　ところ   駒屋

定　員 40人（申込順）　料金   1,200円

申込み 9/9㈬10:00から電話で駒屋

和菓子作り体験講座

ひよこ形の練り切りあんを作ります。

と　き 9/18㈮13:30～16:00

ところ 駒屋

定　員 12人（申込順）

料　金 1,000円

申込み 9/4㈮10:00から電話で駒屋

手塚治虫「鉄腕アトム」Ⓒ手塚プロダクション

本陣体験講座 和本を作ろう

と　き 9/19㈯［①基本コース 四つ目綴］13:00～14:00 

［②応用コース 麻の葉綴］15:00～16:00

ところ 二川宿本陣資料館

対　象 ①小学5年生以上（小学生は保護者同伴）②中学生

以上

定　員 各15人（申込順）

料　金 各300円（展示見学の場合は別途、入館料必要）

申込み 9/3㈭10:00から電話で二川宿本陣資料館

歴史を守れ!丸地古城の挑戦

瓜郷遺跡の発掘などに尽力した丸地古城

の活動を紹介します。

と　き 9/19㈯～11/8㈰

問合せ 文化財センター（☎56・6060）

手塚治虫展

マンガ家・手塚治虫の足跡を原画や

映像資料などで紹介します。

と　き 10/3㈯～11/23㈷（初日は

12：00から）

観覧料 一般1,000（800）円、小学生～

高校生500（400）円 ※（ ）内は

前売・団体料金

手塚愛を語る

好きな手塚治虫作品やキャラクターなどを募集します。

部　門 手塚キャラ総選挙、私のイチオシ作品、手塚治虫との出会い

その他 投稿内容は「手塚治虫展」の開催期間中、館内などで展示

申込み 11/15㈰までに各投稿用紙を美術博物館（〒440-0801今橋町3-1 

 56・2123）、または直接、中央図書館※各投稿用紙は美術博物

館、中央図書館で配布。ホームページからも申し込み可伊奈銅鐸の発見状況（大正13年）

本陣古文書講座

江戸時代の古文書を解読します。

と　き 10/10、10/24、11/7、11/21、12/5の土曜日（全5

回）13:30～15:00

ところ 二川宿本陣資料館

講　師 美術博物館学芸員

定　員 15人（申込順）

料　金 400円（展示見学の場合は別途、入館料必要）

申込み 9/5㈯10:00から電話で二川宿本陣資料館
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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26
ページの「パパママ」に掲載しています。

投映スケジュール

■平日

時間（45分） 番組名

15:00 季節の星空、プラネットツアーズ

■土・日曜日、祝日

時間（各30分） 番組名

10:30、14:30、
15:30

ポケットモンスター
オーロラからのメッセージ

13:00
それいけ!アンパンマン
ちびおおかみと月のふしぎ

ここにこ絵画展

小学3年生の夢や未来をテーマに

描いた絵画を展示します。

と　き 9/3㈭～9/14㈪、9/24㈭～

10/5㈪9:30～21:00

ここにこおかし研究所

豊橋の菓子をテーマにパネル展

示やクイズラリーなどを行います。

と　き 9/26㈯～10/11㈰9:30～

17:00

B
ブ リ オ

RIOパーク

木製おもちゃ「BRIO」を展示し、遊び方

を紹介します。

と　き 9/12㈯～9/22㈷9:30～17:00

実験ショー  

マイナス196℃の世界

湯などを液体窒素に入れて実験し

ます。

と　き 9/5～10/24の土・日曜日、

祝日（9/27㈰、10/10㈯、

10/11㈰を除く）13:40

星座バッジ

星 座のイラストに色を塗り、缶

バッジを作ります。

と　き 9/5～9/26の土・日曜日、

祝日の11:10

定　員 各10人（先着順）

料　金 各100円

まちなかで星を見よう

天体望遠鏡で月や木星などを観察します。

と　き 9/26㈯18:30～20:00（天候不順の

場合は9/27㈰に順延）

ところ 豊橋駅東口ペデストリアンデッキ

その他 中止のお知らせは当日16:00以降に

ホームページに掲載

油絵画家になろう！ 

季節の花の油絵に挑戦

と き 9/27㈰
講 師 山内伸さん（画家）

体 

験  

１

パンとお菓子をつくろう！

と き 10/4㈰
講 師 HAPPY BREAD

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：9/1㈫～9/15㈫に

ホームページで必要事項

を入力

プラネタリウム番組

と　き 9/1㈫～9/30㈬　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。9/12㈯、9/26㈯15:30は星の

解説

小学生サイエンス 

アイデア作品展

科学的な工夫や発想を取り

入れた工作の優秀作品を展示

します。

と　き 9/19㈯～11/8㈰

問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　休館日　月曜日

木製おもちゃの世界を
体験してみよう！

こども未来館
笹田 貴洋

©Nintendo・Creatures・ 

GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・ 

JR Kikaku ©Pokémon

風の流れが見える箱
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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㈬

9月

防府
（ＦⅠ）

大宮
（ＦⅠ）

取手（ＦⅠ）

静岡
（ＦⅠ）
ナイター

京王閣
（ＦⅠ）
ナイター

いわき平
（ＦⅠ）
ナイター

小田原
（ＦⅠ）

岐阜記念
（GⅢ）

京都向日町記念
（GⅢ）

取手
（ＦⅠ）

豊橋
（ＦⅠ）

伊東温泉
共同通信社杯

（GⅡ）
松阪

（ＦⅠ）

和歌山
（ＦⅠ）

青森記念
（GⅢ）

岐阜
（ＦⅠ）

久留米
（ＦⅠ）
ナイター

佐世保
（ＦⅠ）
ナイター

玉野
（ＦⅠ）
ナイター

平塚
（ＦⅠ）
ナイター

表浜BLUEWALK×ビーチクリーン×BBQ体験

と　き 10/25㈰9:30～15:00

ところ 野外教育センター

対　象 5歳児～中学生と保護者

定　員 10家族（抽選）

料　金 大人1,000円、中学生以下500円

みんなのコミュニケーション

障害の程度に合わせた会話について実

践を交えて学びます。

と　き 10/7、10/21、11/4、11/18、

12/2、12/16、12/23の水曜日

（全7回）19:00～20:30

講　師 豊橋障害者（児）団体連合協議会

定　員 20人（申込順）　料金   500円

地元選手紹介 

117期 内藤久文選手

野球選手から転向し競輪選手となっ

た内藤選手。7月のデビュー戦では見

事初勝利を収めました。「早くS級にな

り、師匠である金子選手や先輩の深谷

選手と共に走りたい。」と熱く語ってく

れました。今後の内藤選手の活躍にご

期待ください！

早朝前売 7:30    開門予定  10:00

マスクの会話を工夫しよう

手話や身振りを使ってマスクをし

たまま会話するコツを学びます。

と　き 10/18㈰10:00～11:30、

10/30㈮13:30～15:00

講　師 本 田 栄 子 さん（ 手 話 通

訳士）

定　員 各15人（申込順）

季節の書道

筆ペンの使い方を学び、年賀状な

どを書きます。

と　き 10/1、11/5、12/3、来年

1/7、2/4、3/4の木曜日

（全6回）10:00～11:30

講　師 本田栄子さん（書道師範）

定　員 8人（申込順）

料　金 500円

秋のネイチャーゲーム体験会 

秋の森を感じて楽しもう

と　き 10/24㈯10:00～15:00

対　象 5歳児～中学生と保護者

定　員 10家族（抽選）

料　金 1人200円

さつまいもを持ち込んで 

親子で焼き芋体験!

と　き ①11/7㈯ ②11/21㈯

10:00～14:00

ところ ①少年自然の家②野外教

育センター

対　象 5歳児～中学生と保護者

定　員 各10家族（抽選）

料　金 1人各100円

問合せ　☎53・3153　  53・3200　  32402

休館日　月曜日、祝日、9/23㈬　その他　手話通訳・要約筆記などあり

申込み　9/1㈫9:00から、さくらピア

問合せ　☎21・2301　 　9815　休館日　月曜日

申込み　9/1㈫～15㈫に電話で少年自然の家
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