
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、12/29㈫〜1/3㈰

「　　　　」＆

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

図書の年末年始の貸し出しと�
返却ポストの閉鎖
12月28日㈪〜1月4日㈪の休館に伴い、12月
14日㈪〜28日㈪はアイプラザ豊橋、こども未
来館、12月15日㈫〜27日㈰は中央・向山・大
清水図書館、石巻・青陵・南部・二川・北部・牟
呂地区市民館の貸出期間を通常の2週間か
ら3週間に延長します。また、休館中は各図書
館、とよはし情報プラザの返却ポストを閉鎖
します。
問合せ� 中央図書館

クリスマスのおはなし
クリスマスにちなんだ絵本の読み
聞かせを楽しめます。
と　き� 12/19㈯11:00〜11:30
ところ� 大 清 水 ま な び 交 流 館

「ミナクル」
定　員� 20組（申込順）
申込み� 12/1㈫から直接または

電話で大清水図書館

12
月

正月を盛り上げる定番の
おせちや鍋、甘味の作り方
を、ポイントを押さえた写
真と共に紹介しています。
本格的なのに簡単にでき
るごちそうを、年末年始に
親しい人と作ってみませ
んか。

『おせちと一緒に作りたい�
お正月のもてなし料理』

著者：上島 亜紀
成美堂出版 2019.12

中央図書館�クリスマス特別企画�
ラッピングブックス
絵本などを中身が分からないようにラッピングし
て貸し出します。
と　き� 12/24㈭
定　員� 50人（先着順）
問合せ� 中央図書館

図書館ボランティア講座
図書館の本の並べ方のルールな
どを学びます。
と　き� 1/13㈬、1/20㈬、1/27㈬

（全3回）13:30〜15:00
ところ� 中央図書館
定　員� 10人（抽選）
申込み� 12/1㈫〜12/23㈬に中

央図書館※ホームページ
からも申し込み可

中央図書館
内藤 有希、田中 久実

ラッピングの中には
プレゼントも入っています!
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問合せ　☎51・2882
休館日　月曜日、12/29㈫〜1/3㈰

問合せ　  二川宿本陣資料館 ☎41・8580、
駒屋 ☎41・6065

休館日　  月曜日、12/29㈫〜1/1㈷

春の七草展�人日の節句
春の七草や正月飾りを展示します。
と　き� 1/2㈯〜1/11㈷
ちりめん作家�豊田恵子さんによる�
正月・七草のつるし飾り展示
と　き� 12/19㈯〜1/11㈷
［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�季節あそび�
お正月モダン飾り
つまみ細工や水引などを使い、正月飾
りを作ります。
と　き� 12/16㈬13:00〜16:00
ところ 駒屋　定員   10人（申込順）
料　金 3,800円
申込み 12/3㈭10:00から電話で駒屋

REBEE�伊藤なつ子展�22年の軌跡
フラワーアート作品で駒屋を飾ります。
と　き� 12/5㈯〜1/11㈷
お正月アレンジ飾り�ワークショップ
と　き� 12/13㈰10:00〜11:30、13:00〜14:30
定　員 各10人（申込順）　料金   各3,500円
申込み 12/3㈭10:00から電話で駒屋
［共通事項］
ところ���駒屋　問合せ���駒屋

和心おもてなし�新成人�着物前撮り
着物を着て、成人式用の写真を事前に撮影できます。
と　き� 12/12㈯9:30〜11:30、12:30〜14:30
ところ 駒屋　定員   各20人（申込順）
料　金 各5,000円
その他 振り袖・羽織はかまを各3,000円で貸し出し。後日、

写真データの持ち帰り可
申込み 電話で駒屋

平川敏夫「雪后閑庭」（右隻）1985年

豊橋市民展
日本画・洋画・彫刻（立体造形）・デザイン
と　き 12/15㈫〜12/20㈰
その他 12/19㈯14:00に各部門入選作品の表彰式あり
写真・書道
と　き 12/22㈫〜12/27㈰
その他 12/26㈯14:00に各部門入選作品の表彰式あり

特別展示室�白い情景
「白」をテーマに、東三河出身作家の絵画約10点を紹介します。
と　き 12/8㈫〜1/31㈰

コレクション展�考古�
考古資料から探るトヨハシの歴史
縄文時代から江戸時代までの遺跡と、
出土資料約400点を紹介します。
と　き 1/11㈷まで

和菓子作り体験講座�
花びら餅作り
と　き� 12/18㈮13:30〜16:00
ところ 駒屋　定員　12人（申込順）
料　金 1,000円
申込み 12/4㈮10:00から電話で駒屋
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問合せ　☎21・5525
休館日　��水曜日、12/29㈫〜1/1㈷
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。

ここにこクリスマスマーケット
LEDペンダントや手形アート
などの工作教室を行います。
と　き� 1 2 / 2 4 ㈭ 1 0 : 0 0 〜

15:00
料　金� 500〜700円

年パスジャンボだ！�
ガラガラくじ！
菓子などが当たる抽選会を行います。
と　き� 12/27㈰13:00〜15:00
対　象� 今年購入した、ここにこ年間

パスポートを持参した方

館長サンタがやってくる
クリスマスにちなんだ劇などを楽しめます。
と　き� 12/21㈪10:45〜11:15
その他� 先着250人にプレゼント（菓子）あり

実験ショー�光のふしぎ
虹のでき方を学び、3色の光を照
らして色の変化を実験します。
と　き� 12/5〜12/27の土・日曜

日13:40

南極のオーロラ写真展
当館学芸員が南極で撮影したオー
ロラなどの写真を展示します。
と　き� 3/28㈰まで

おかえり!�はやぶさ2展
今月、地球に帰還予定のはやぶさ2の探査
活動などを紹介します。
と　き� 12/27㈰まで

スーパーボールロケット
ゴムの弾みで飛ばすロケットを作ります。
と　き� 12/5〜1/3の土・日曜日11:10
定　員� 各20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、12/29㈫〜1/1㈷

家族や友達とみんなで 
楽しめる手作りの劇です！

クリスマス親子カフェ
地元産の旬の食材を使ったデザートを作ります。
と　き� 12/20㈰14:00〜16:00
対　象� 小学生と保護者
定　員� 8組（申込順）　料金���1,000円
申込み� 12/1㈫から電話で、こども未来館

（☎21・5527）

おひさまクリスマス会
親子で楽しめる楽曲やクリスマスソングの演
奏会を行います。
と　き� 12/14㈪、12/15㈫、12/17㈭、12/24㈭

11:00（12/14㈪は14:00も実施）

こども未来館
笹田 貴洋
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問合せ　☎61・3136
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12月

豊橋
（ＦⅡ）
ナイター

奈良（ＦⅠ）

ガールズグランプリ

ヤンググランプリ

KEIRINグランプリ

小倉
（ＦⅠ）
ナイター

松戸
（ＦⅠ）
ナイター

いわき平
（ＦⅠ）
ナイター

前橋
（ＦⅠ）
ナイター

武雄
（ＦⅠ）
ナイター

豊橋
（ＦⅠ）
ナイター

西武園
（ＦⅠ）

川崎
（ＦⅠ）

ジャパンカップ

高松
（ＦⅠ）

西日本カップ

松阪
（ＦⅠ）

平塚
（ＦⅠ）

大垣
（ＦⅠ）

別府記念
（GⅢ）

千葉記念
（GⅢ）
in松戸

佐世保記念
（GⅢ）

広島記念
（GⅢ）

凧
たこ

と五平餅づくり�
表浜海岸で凧揚げを楽しもう
と　き� 1/23㈯9:30〜14:00
講　師� 豊橋凧保存会
料　金� 1人800円

はじめてのお菓子作り
ガトーショコラなどのケーキを作り
ます。
と　き� 1/17㈰、2/14㈰、3/14㈰

（全3回）10:00〜12:30
講　師� 荒木友美さん（お菓子作り

講師）
定　員� 8人（申込順）
料　金� 1,500円

地元選手紹介�
110期�齊藤由紀選手
自転車競技は未経験でしたが体を動
かすのが好きな齊藤選手は、スポーツ
を仕事にしようと競輪選手になりまし
た。しかし、7月のレース中に落車して上
腕粉砕骨折し、1か月間入院しました。
不屈の闘志でリハビリ生活を乗り
越え、10月のレースで復帰を果たした
齊藤選手をぜひ、応援してください!

早朝前売� 7:30����開門予定��10:00

陶芸教室
と　き� 1/8、1/22、1/29、2/12、

2/19、3/19の金曜日（全
6回）10:00〜11:30

講　師� 内藤常次さん（陶芸家）
定　員� 8人（申込順）
料　金� 1,500円

冬のネイチャーゲーム体験会�
落ち葉で遊んで五平餅を食べよう
と　き� 1/24㈰10:00〜15:00
講　師� とよはしネイチャーゲーム

の会
料　金� 1人500円

問合せ　☎53・3153　  53・3200　  32402
休館日　月曜日、祝日、12/29㈫〜1/3㈰　
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
その他　手話通訳・要約筆記などあり　申込み　12/1㈫9:00から、さくらピア

問合せ　☎21・2301　 　9815　休館日　月曜日
対　象　5歳児以上〜中学生と保護者　
定　員　各10家族（抽選）　
申込み　12/1㈫〜12/15㈫に電話で少年自然の家

ボッチャ教室（日曜コース）
障害者スポーツのボッチャを基礎
から学びます。
と　き� 1/10、1/24、2/7、2/21、

3/7、3/21の日曜日（全
6回）13:30〜15:30

講　師� 整友会ボッチャ班
定　員� 20人（申込順）
料　金� 500円
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