
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

3
月

豊橋での創業・事業承継・ 

ソーシャルビジネス応援展

創業や社会的課題の解決を目指す企業をパネルなどで紹介します。
と き 3/6㈯～3/25㈭
ところ 中央図書館　問合せ   中央図書館

中高生向けの 

ツイッターをはじめました

中学生や高校生向けに、おすすめ本や、中央・大清

水図書館のティーンズルームの展示についての情

報、図書館のいろいろな話題などを親しみやすく

発信しています。ぜひ、ご利用ください。
問合せ 中央図書館

厳しい冬の中、春を探す旅
に出る子ウサギを描いた
春の訪れを感じる季節に
ぴったりの絵本です。動植
物の生態などを学べるよ
うに工夫された美しいイラ
ストで描かれる旅のよう
すに引きこまれます。

『はるのあしおと』
著者：千世 繭子
絵：高野 紀子

フレーベル館 2005.2

のってみりん。とよはしの市電展 今昔市電物語

市電の今と昔のようすをパネルと展示物で紹介します。
と き 3/27㈯～4/11㈰
ところ 中央図書館　問合せ   中央図書館

各市民館・青少年センターの 

図書室をご利用ください

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）以

外の各市民館や青少年センターの図書室でも図

書の貸し出しを行っています。毎月100～200冊

の図書を入れ替え、新刊図書も追加しています。ま

た、中央・向山・大清水図書館の本の取り寄せもで

きます。お近くの各施設の図書室もぜひ、ご利用く

ださい。

問合せ 向山図書館

アカウント名
@toyohashil_teen

中央図書館
増田 隆人

図書館や本の話題で
盛り上がりましょう！
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問合せ　☎51・2882　休館日　月曜日

問合せ　  二川宿本陣資料館 ☎41・8580、

駒屋 ☎41・6065

休館日　  月曜日

3/20㈷から二川宿と吉田宿の 

宿場印を販売します

ところ ［二川宿］二川宿本陣資料館

 ［吉田宿］美術博物館
料 金 各300円
問合せ 二川宿本陣資料館

駒屋 着付けと煎茶体験

と き 3/13㈯、3/20㈷、3/27㈯13:00～16:00
定 員 各10人（申込順）
料 金 各1,000円
その他 着物の貸し出しあり（予約制。別途、入館

料必要）
申込み 3/3㈬10:00から電話で駒屋
問合せ 駒屋

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 3/26㈮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

丸木位里「房総の海」1970年

原田圭岳「鹿図」1877年

コレクション展 美術資料 人
ひとひと

人会の作家たち

異端の美術家グループ所属作家たちの絵画作品15点を紹介します。
と き 3/13㈯～5/23㈰

コレクション展 歴史資料 床の間動物園

さまざまな動物が描かれた杉戸や掛け軸を紹介します。
と き 3/13㈯～5/23㈰

コレクション展 民俗資料 カメラ＋電話＝？

昔のカメラや電話機などを紹介します。
と き 3/13㈯～5/23㈰

駒屋の春蔵  

祇園 少女から大人へ

仲神信夫さんが撮影した芸妓・

田ね文の写真を15点展示します。
と き 3/27㈯～4/25㈰
問合せ 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22
ページの「パパママ」に掲載しています。

わくわくワークショップ

写真立てや虹色の綿菓子などを

作ります。
と き 3/7㈰10:00～16:00

ここにこ手づくり市

アクセサリーや衣類などを販売します。
と き 3/27㈯、3/28㈰9:30～17:00

おはなしおばさんのゆかいな世界展

木やフェルトなどで手作りした作品を展

示します。
と き 3/20㈷～4/4㈰9:30～17:00（最

終日は15:00まで）

あそんだもんがち選手権

バランスボードに乗ってタイムを競うな

ど体を使って遊びます。
と き 3/20㈷10:00～15:00

季節の星めぐり 

プラネタリウム

しし座やおとめ座など春の星座の話

を聞けます。
と き 3/9㈫～3/11㈭11:00～

11:30
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

ゴムの力で飛ぶ飛行機

紙や輪ゴムなどを使って飛行機

を作り、翼で飛ぶ仕組みを学び

ます。
と き 3/27㈯～4/2㈮（3/28㈰

を除く）11:10
定 員 各10人（先着順）
料 金 各400円

おもしろサイエンスの日 

空を飛ぶもので遊ぼう

割り箸の飛行機やブーメランなどを作ります。
と き 3/28㈰13:00～15:00（随時、参加可）

虹色万華鏡

7色に輝く万華鏡を作り、

虹の仕組みを学びます。
と き 3/6㈯～3/21㈰

の土・日曜日、祝

日11:10
定 員 各10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
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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㈬

3月

京王閣
（ＦⅠ）
ナイター

静岡
（ＦⅠ）
ナイター

松山
（ＦⅠ）
ナイター

大垣記念
（GⅢ）

小倉
（ＦⅠ）
ナイター

川崎
（ＦⅠ）
ナイター

松阪
ウィナーズ

カップ
（GⅡ）

豊橋
（ＦⅡ）

伊東
（ＦⅠ）

広島
（ＦⅠ）

宇都宮国際自転車
トラック競技支援競輪

（GⅢ）

豊橋
（ＦⅠ）

取手
関東カップ

（ＦⅠ）

玉野記念
（GⅢ）
in広島

立川
（ＦⅠ）

名古屋
（ＦⅠ）

福井
（ＦⅠ）

岐阜
（ＦⅠ）

自然溢
あふ

れるサイクリングロードで 

サイクリング体験

と き 4/10㈯9:30～12:00
対 象 身長120cm以上の小学4年～

中学生
講 師 カントリーモーニング
定 員 10人（抽選）
料 金 500円

春のくろしおファミリーキャンプデー 

食材を持ち込んでBBQ

と き 5/1㈯10:00～15:00
対 象 年中児～中学生と保護者
定 員 10家族（抽選）
料 金 500円

機能訓練事業

理学療法士による運動指導

障害に合わせたリハビリや歩き方などを学

びます。
と き 4月～来年3月の第1土曜日13:30～

17:00

動作法による訓練

体の動かし方やほぐし方などを学びます。
と き 4月～来年3月の第4土曜日9:30～11:30

［共通事項］

対 象 障害者手帳所持者（重度障害者は介護者同伴）と家族
定 員 各10人程度（申込順）　申込み   3/2㈫9:00から、さくらピア

地元選手紹介 

112期 高橋智香選手

高橋選手は桜丘高校自転車部の出身

で、同じ部の先輩である大谷杏奈選

手の影響で競輪選手を目指しました。

デビュー当初は成績が振るいませんで

したが、街道での練習を取り入れるな

どの努力を重ね、昨年11月に念願の

初優勝を飾りました。今後も高橋選手

の活躍に、ご注目ください！

春こいまつり

施設利用者の作品を展示するほか活動の

ようすを上映します。
と き 3/21㈰～3/28㈰10:00～15:00

（最終日は12:00まで）
その他 抽選で30人にプレゼント（菓子な

ど）あり

問合せ　☎53・3153　  53・3200　  32402

休館日　月曜日、祝日

問合せ　☎21・2301　 　9815　休館日　月曜日

申込み　3/2㈫～3/16㈫に電話で少年自然の家

早朝前売 7:30    開門予定  10:00
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