
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11/23㈷を除く）、

第４金曜日、11/24㈫（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

メリークリスマス! in 中央図書館

クリスマスに関する本を紹

介します。

と　き 11/1㈰～12/24㈭

その他 11/28㈯からクリス

マスツリーを展示

問合せ 中央図書館

心をつなぐ 

バリアフリーな本

読書が難しい方のための本や、

録音図書などを紹介します。

と　き 11/17㈫～12/13㈰

ところ 中央図書館

問合せ 中央図書館

11
月

昭和を代表する作曲家の

古関裕而を妻として支えた

金子。戦前は声楽家、戦後

は現代詩人として活動する

など、多芸多才でありなが

らあまり知られていなかっ

た彼女の一生を調べ上げ、

写真や資料と共に分かりや

すく紹介する1冊です。

『豊橋生まれの声楽家・ 
古関裕而の妻 古関金子』

監修:古関 正裕

編著:岩瀨 彰利

豊川堂 2020.10

豊橋市文化財指定記念 

羽田八幡宮文庫展

織田信長ら三英傑や天皇の書などの資料を紹介

します。

と　き 11/14㈯～12/27㈰

ところ 中央図書館

問合せ 中央図書館

織田信長書翰（羽田八幡宮所蔵）

テーブルゲームで遊ぼう!

人生ゲームやブロックスな

どで遊べます。

と　き 11/15㈰13:00～

16:00

ところ 大清水まなび交流館

「ミナクル」

対　象 小学4年生以上

問合せ 大清水図書館
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問合せ　☎51・2882　　休館日　月曜日（11/23㈷を除く）、11/24㈫

問合せ　  二川宿本陣資料館 ☎41・8580、

駒屋 ☎41・6065

休館日　  月曜日（11/23㈷を除く）、11/24㈫

十二支と新春の風景展

十二支の郷土玩具と、こまや凧
たこ

揚

げなどの新春の遊びを紹介します。

と　き 11/28㈯～来年1/11㈷

ギャラリートーク

と　き 12/6㈰、12/19㈯14:00

講　師 当館学芸員

［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

和創作 季節遊び  

森のクリスマス 小鳥のリースを作ろう

と　き 11/18㈬13:00～16:00

ところ 駒屋

定　員 10人（申込順）

料　金 3,800円

申込み 11/4㈬10:00から電話で駒屋

駒屋 開館5周年記念式典

鈴木愛さんの書道パフォーマンスや親子ダンス

などを楽しめます。

と　き 11/15㈰11:00　問合せ   駒屋

黒田清輝「夕陽」1898年

コレクション展 歴史資料 写真で見る懐かしの豊橋

昭和30年代から平成

初期までの写真約50

点を紹介します。

と　き 1 1 / 1 7 ㈫ ～

来年1/11㈷

コレクション展 美術資料 洋行画家たちの夢

渡欧して洋画を学んだ画家たちの作品約20点を紹介します。

と　き 11/17㈫～来年1/11㈷

コレクション展 民俗資料 クラシヲテラス灯
　あかり　

　

江戸時代から昭和ま

での行
あんどん

灯やランプな

ど22点を紹介します。

と　き 来年1/11㈷

まで

さよなら市電柳生橋線（昭和51年）

デザイン書道年賀状講座

来年の干支「丑
うし

」などの文字を書き、年

賀状を作ります。

と　き 11/22㈰10:00、13:30

ところ 駒屋

講　師 鈴木愛さん（デザイン書道家）

定　員 各20人　料金   各3,000円

申込み 11/5㈭10:00から電話で駒屋

押し寿司を作ってみよう

手のひらサイズの木枠を使い押し寿司を作ります。

と　き 11/13㈮13:30～16:00

ところ 駒屋　定員   12人（申込順）

料　金 1,500円

申込み 11/3㈷から電話で駒屋

駒屋マジックショー

マジックと腹話術を楽しめます。

と　き 11/7㈯13:00、15:00

出　演 ミッキー横田　定員   各20人（申込順）

料　金 各500円（小学生以下無料）

申込み 前日までに電話で駒屋
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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30
ページの「パパママ」に掲載しています。

もくもく広場

積み木製作や木のおもちゃなどで木

と触れ合います。

と　き 11/21㈯～11/23㈷

瓦粘土で創作楽器をつくろう!

と　き 11/21㈯10:30～12:00、

14:00～15:30

定　員 各8人　

料　金 200円

申込み 11/1㈰から電話で、こども未

来館（☎21・5527）

ドッテン! ツチのカタチタチ展

ロボット型の陶器など、土をテーマにした作品を展

示します。

と　き 11/14㈯～12/6㈰9:30～17:00

プラネタリウム番組

と　き 11/1㈰～12/27㈰

観覧料 大人300円、中学生以

下100円※11/3㈷～

11/29㈰の土・日曜日、

祝 日 に 豊 鉄 バ ス に

乗 り 、整 理 券 を 2 枚

取ったうちの1枚を持

参した方は無料

その他 投 映 開 始 後 の 入 場

不可。土曜日15:30は

星の解説

子どものための科学展

生物などのスケッチや企業、大学が考案し

た科学作品を展示します。

と　き 11/29㈰まで

サイエンス講演会

ミクロ世界が未来を変える

新薬開発や病理解明に役立つ電

子顕微鏡などを紹介します。

と　き 12/6㈰11:00～12:00

講　師 桑原真人さん（名古屋大学

未来材料・システム研究所

准教授）

低温の世界と超電導

物質を-196度まで冷やすと生じる

現象などを紹介します。

と　き 12/13㈰11:00～12:00

講　師 飯田和昌さん（名古屋大

学 大 学 院 工 学 研 究 科 准

教授）

［共通事項］

対　象 小学4年生以上

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

問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　休館日　月曜日

投映スケジュール

■平日

時間（45分） 番組名

15:00 季節の星空、はやぶさ2

■土・日曜日、祝日

時間（各30分） 番組名

10:30、14:30
ポケットモンスター
オーロラからのメッセージ

13:00
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

15:30 はやぶさ2

いろんな形がいっぱい
あっておもしろそう！

ニコリン

おはなしおばさんの 

たのしいおはなし会

と　き 1 1 / 8 ㈰ 1 1 : 0 0 ～ 1 2 : 0 0 、

14:00～15:00

ここにこ劇場 

人形劇団むすび座 ともだちや

と　き 11/23㈷11:00～11:50

対　象 小学3年生以下と保護者

申込み 11/15㈰までに、こども未来館

（☎21・5527）
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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㈪

11月

岐阜
（ＦⅠ）

名古屋
（ＦⅠ）

大垣（ＦⅠ）

佐世保
（ＦⅠ）
ナイター

四日市記念
（GⅢ）
ナイター

平塚
（ＦⅠ）
ナイター

別府
（ＦⅠ）

ジャパンカップ

防府
（ＦⅠ）

和歌山
（ＦⅠ）

宇都宮
（ＦⅠ）

防府記念
（GⅢ）

福井
（ＦⅠ）

西武園
（ＦⅠ）

松山
（ＦⅠ）

久留米
（ＦⅠ）

西日本カップ

大宮
（ＦⅠ）

松戸
（ＦⅠ）

前橋
（ＦⅠ）

小倉
競輪祭
（GⅠ）
ナイター

平塚
（ＦⅠ）
ナイター

松阪
（ＦⅠ）
ナイター

小倉（ＦⅠ）ナイター

クリスマスネイチャークラフト& 

ピザづくり体験

木の実などを使ったリースやピザを

作ります。

と　き 12/12㈯9:30～15:00

対　象 5歳児～中学生と保護者

定　員 8家族（抽選）

料　金 1人1,000円

こどもクッキング

クリスマスケーキを作ります。

と　き 12/19㈯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 荒木友美さん（お菓子作り講師）

定　員 5組（申込順）

料　金 1,000円

豊橋けいりん地元選手紹介 

110期 佐々木恵理選手

豊橋市出身の佐々木選手は会社員と

して就職しましたが、新聞で豊橋競輪

ガールズケイリン育成プロジェクトを

知り、一念発起して競輪選手になりま

した。「競輪選手は会社員生活では味

わえない楽しさや達成感があり、充実

しています。」と語る佐々木選手は、初優

勝を目標に練習に打ち込んでいます。

今後の活躍にぜひ、ご期待ください!

早朝前売 7:30    開門予定  10:00

スポーツ吹矢教室

と　き 11/28、12/26、来年1/30、

2/27、3/27の土曜日（全5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 伊東久夫さん（愛知県スポーツ

ウエルネス吹矢協会）

定　員 10人（申込順）

料　金 150円

お正月用のし餅づくり

と　き 12/26㈯、12/27㈰9:30～

12:00

対　象 5歳児～中学生と保護者

定　員 各9家族（抽選）

料　金 2,000円

問合せ　☎53・3153　  53・3200　  32402

休館日　月曜日、祝日、11/24㈫　その他　手話通訳・要約筆記などあり

申込み　11/4㈬9:00から、さくらピア

問合せ　☎21・2301　 　9815　休館日　月曜日

申込み　11/1㈰～11/15㈰に電話で少年自然の家
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