
さくらピア

図書館 美術博物館 二川宿本陣資料館＆駒屋

視聴覚教育センター＆地下資源館 少年自然の家 豊橋競輪場

こども未来館「ここにこ」

公共施設で開催するイベントなどを紹介します。

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、7/1㈭〜7/6㈫

スタッフの
おすすめ本

7
月

夏休み特別企画

夏休み宿題対策本コーナー

自由研究や読書感想文などに役立つ本を紹介し
ます。
と　き 7/7㈬〜8/31㈫
ところ 中央・向山・大清水図書館

きんぎょがにげた!

館内を巡り、金魚を探してメッセージを集めます。
と　き 7/21㈬〜8/31㈫
ところ 中央図書館
その他 プレゼント（海の生き物消しゴム）あり

［共通事項］

対　象 小学生以下
問合せ 中央図書館

豊橋市出身・在住の作家
による、スマートフォンの
チャット形式で綴られた新
感覚のホラー短編集です。
自分の身にも起こりそうな
恐怖体験は、思わず背筋
がゾクッとするほど!暑い夏
におすすめの一冊です。

『スマホに届いた怖い話』
著者:藤白 圭

河出書房新社 2021.3

平和を求めて とよはし展 

国民精神総動員! 戦い抜くことがすべてだった

機銃掃射を受けた学校の窓枠
など、戦争に関する資料を展
示します。
と　き 7/10㈯〜8/29㈰
ところ 中央図書館
問合せ 中央図書館

7月から中央・向山・大清水図書館に 

自動貸出・返却機を導入します

簡単に図書の貸し出しや
返却、貸出延長の手続き
をすることが可能になり、
より手軽に図書館を利用
できます。
問合せ 中央図書館
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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

高師原・天白原演習場とその時代

陸軍演習場と地域との関わりや、時
代ごとの変遷を紹介します。
と　き 7/17㈯〜8/29㈰

記念講演会

と　き 7/24㈯13:30〜15:00
講　師 伊藤厚史さん（名古屋市教

育委員会）
定　員 15人（申込順）
申込み 7/3㈯10:00から電話で二

川宿本陣資料館

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 7/23㈷11:30〜12:30、12:30〜13:30
定　員 各20人程度（申込順）
料　金 770円
申込み 7/1㈭10：00 

から電話で
駒屋

三沢厚彦 ANIMALS 2021 in TOYOHASHI

現代日本を代表する彫刻家の立体・平面作品約120点を紹介します。
と　き 7/17㈯〜8/29㈰
観覧料 一般1,200(1,000)円、小学生〜高校生600(400)円 ※(　)内は前売・ 

団体料金

家族でゆったり鑑賞できる! 休館日ベビーカーツアー

と　き 7/26㈪、8/16㈪10:30〜11:00
対　象 4歳児以下と保護者　　定員   各12人（申込順）
申込み 7/1㈭〜7/20㈫に美術博物館ホームページで必要事項を入力

懐中電灯で探検! ナイト・ミュージアム

と　き 7/30㈮、8/13㈮18:30〜19:30
対　象 5歳以上の方(小学生以下は保護者同伴)　　定員   各16人（申込順）
申込み 7/1㈭〜7/20㈫に美術博物館ホームページで必要事項を入力

三沢厚彦 アーティスト・トーク

作家本人による作品解説を聞きながら展覧会場を巡ります。
と　き 8/7㈯17:30〜18:30　　定員   20人（抽選）
申込み 7/20㈫（必着）までに返信先明記の往復はがき（1枚2人まで）で参加者

全員の郵便番号・住所・氏名・電話番号を美術博物館（〒440-0801今橋町３−１）
［共通事項］　料金   無料（観覧料必要）

三沢厚彦「Animal 2016-01」 2016年
撮影:渡邉郁弘 Ikuhiro Watanabe
©Atsuhiko Misawa, Courtesy of  
   Nishimura Gallery

蝸
かぎゅう

牛式望遠鏡と朝香・北白川・久邇三宮殿下
（大正7年）

夏休みカブト作り教室

甲冑用のひもとボール紙で、実際にかぶれる兜を作ります。
と　き 7/18㈰、7/25㈰9:00〜12:00（全2回）
ところ 二川宿本陣資料館
対　象 小学3年生以上（小学3・4年生は保護者同伴）
講　師 当館学芸員
定　員 5人（申込順）
料　金 700円（展示見学の場合

は別途、入館料必要）
申込み 7/4㈰10:00から電話で

二川宿本陣資料館

ギャラリートーク

と　き 7/31㈯、8/15㈰、8/25㈬14:00　　講師   当館学芸員
［共通事項］ 

ところ   二川宿本陣資料館　　料金   無料（入館料必要）　　問合せ   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。

プラネタリウム番組

と　き 7/17㈯〜7/31㈯
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。

第２・4土曜日15:30は星
空生解説「よくわかる星の
はなし」

夕空のたなばたプラネタリウム

おりひめぼし・ひこぼしや、夏の大三角などの星座を紹介
します。
と　き 7/3㈯、7/4㈰16:15〜16:45
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

月の変化を見てみよう

月の動きや形の変化を天体望遠鏡などで観察します。
と　き 8/12㈭、8/14㈯、8/16㈪（全3回）18:00〜20:00
対　象 小学4〜6年生と保護者
定　員 10人（申込順）
申込み 7/10㈯から視聴覚教育センターホームページで

必要事項を入力

大実験ショー

音のふしぎをさぐる

音の高低や空気の振動などの実験を行います。
と　き 7/24㈯、7/31㈯、8/8㈷11:10、13:40（各30分）
講　師 豊橋エコサイエンスクラブ

かえってきた!おばけ学校

学校を舞台にしたお化け
屋敷を探検します。
と　き 7/31㈯〜8/24㈫
 10:00〜17:00

ラジオパーソナリティになろう!

ニュース原稿の書き方や読み方を学び、
スタジオで収録します。
と　き ①7/24㈯10:00〜12:00、7/31㈯ 

13:00〜14:30②7/24㈯13:00〜 
15:00、7/31㈯15:00〜16:30 

（各全2回）
ところ こども未来館「ここにこ」、ココラスタジオ
対　象 小学4〜6年生　講師  ㈱エフエム豊橋
定　員 各5人（抽選）
申込み 7/1㈭10：00〜7/15㈭17：00に、こども

未来館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

時間（各30分） 番組名

10:30
うんこドリル ザ・プラネタリウム
たいようけいをぐる〜りたんけん

13:00 ワンピース プラネタリウム

14:30
ポケットモンスター オーロラから
のメッセージ

15:30（土・日曜日、
祝日）

プラネタリウム ハクション大魔王
2020 宇宙旅行に出発!の話

15:30（平日） 星空解説

開館13周年 「ここにこ」お誕生日会

来館者の皆さんで記念撮影をします。
と　き 7/25㈰13:00〜13:30
定　員 100人（先着順）
その他 プレゼント（プリントクッキー）あり

パンとお菓子を作ろう！

チョコバナナブレッド・オレンジゼリー
と き 8/1㈰10:00〜12:00
講 師 HAPPY BREAD

和菓子職人になろう!

自分だけの寒天アクアリウムを作ろう!
と き 8/1㈰13:30〜15:00
講 師 ㈱お亀堂

体

験

１

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:7/1㈭
10:00〜7/15㈭17:00に、こども未
来館ホームページで必要事項を入力

©EXPJ, Ltd
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問合せ　☎61・3136

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　7/1㈭9:00から、さくらピア

問合せ　☎21・2301　 　9815　休館日　月曜日
講　師　愛知キャンプカウンセラー協会
申込み　7/1㈭〜7/15㈭に電話で少年自然の家

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㈯

7月

佐世保
(FⅠ)

ナイター

小倉
（ＦⅠ）
ナイター

函館
サマーナイト
フェスティバル
（ＧⅡ）ナイター

松戸
(FⅠ)

ナイター

久留米
(FⅠ)

ナイター

松阪(ＦⅠ)

立川
(FⅠ)

名古屋
（ＦⅠ）

西日本カップ

福井記念
（ＧⅢ）

高松
(FⅠ)

和歌山
(FⅠ)

宇都宮
（ＦⅠ）
ナイター

富山
(FⅠ)

弥彦
（ＦⅠ）

高知記念
（ＧⅢ）

岐阜
（ＦⅠ）

小松島記念
（ＧⅢ）

前橋
(FⅠ)

富山記念
（GⅢ）

小田原
（FⅠ）

ジャパンカップ

笑顔あふれるチャレンジキャンプ 

広げよう!ふれあいの輪

野外活動を通して、子ども同士で交
流します。
と　き 8/28㈯13:00〜8/29㈰

14:00※1泊2日
ところ 野外教育センター
対　象 市内在住の小学5・6年生
定　員 36人（抽選）　料金  3,000円

夏の親子で初めていっぱいキャンプ

アウトドア初心者の家族でも安心し
てキャンプを楽しめます。
と　き 9/4㈯13:00〜9/5㈰15:00 

※1泊2日
ところ 少年自然の家
対　象 年中児〜中学生と保護者
定　員 9家族（抽選）
料　金 大人4,000円、子ども3,000円

サマースクール

プラネタリウム観賞とクラフト体験

と き 7/31㈯13:30〜15:00
講　師 視聴覚教育センター学芸員
定 員 5組（申込順）　料金 1組200円
その他 15:30〜16:30に障害者手帳を

所持する18歳以上を対象とし
たプラネタリウムも開催。詳細
はホームページ参照

ボッチャ体験

と き 8/15㈰13:30〜15:00　講師  鈴木祥子さん（enjoyボッチャ代表）
定 員 12人（申込順）　料金  100円

［共通事項］

対　象 障害者手帳を所持する小学生〜高校生と家族、付添者

地元選手紹介 

119期 岩城佑典選手

　桜丘高校自転車部出身の岩城選
手は、競輪選手として活躍する先輩
の姿を見て、自身も選手になること
を決意。努力を重ね、この7月にデ
ビューします！長距離をトップスピー
ドで走る持久力を持つ「地脚」を武器
に、豊橋を代表する選手を目指し、駆
け抜けます!

水泳教室

と　き 7/27〜8/24の火・木曜日（全9回）10:00〜11:30
対　象 市内在住の障害者手帳を所持する小・中学生（小学1〜3年生、

重度障害者は介護者同伴）
講　師 伊藤貴美さん（水泳インストラクター）ほか　 定員  10人（申込順）
料　金 500円　　その他  事前に参加同意書の提出が必要

早朝前売 7:30   開門予定 10:00
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