
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（中央・向山図書館は8/9㉁を除く）、第４金曜日、

8/10㈫（中央・向山図書館のみ）

スタッフの
おすすめ本

８
月

英語多読講座 
おうちで楽しく英語で遊ぼう

親子で遊びながら英語を身に付けるコツなどを

紹介します。

と　き 9/18㈯10:30～12:00

ところ 中央図書館

対　象 年長児～小学6年生と保護者

講　師 袴田民子さん（湖西市国際交流協会英語

講師）

定　員 10組（申込順）

申込み 8/3㈫～8/31㈫

 に中央図書館

原子爆弾に一瞬で奪われ

た、鈴木六郎さん一家の

日常。この本に収められた

一家の愛情あふれる家族

写真を通じ、戦争の悲しみ

や平和の大切さを考える

ことができる一冊です。
『ヒロシマ 消えたかぞく』
著者:指田 和 写真:鈴木 六郎

ポプラ社 2019.7

子どものための平和の集い

映画「早咲きの花」の上映や、クイズラリーなどを行

います。

と　き 8/21㈯、8/22㈰10:00～15:30

ところ 中央図書館　問合せ  中央図書館

児童室は海の中

魚に関する本と、子どもたちが作った魚の折り紙を

紹介します。

と　き 8/31㈫まで

ところ 中央図書館　問合せ  中央図書館

豊橋の伝統を知る 手筒花火展

絵図や刺子半
はんてん

纏などを展示し、手筒花火の今と昔を紹介し

ます。

と　き 8/24㈫～9/12㈰

ところ 中央図書館　問合せ  中央図書館

まちなか図書館インスタグラムやってます！

開館準備のようすや裏話、お知らせなどを配信

しています。開館後もイベント情報などを発信

していきますので、ぜひフォローしてください!

問合せ まちなか図書館（☎21・8181）
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問合せ　☎51・2882

休館日　月曜日（8/9㉁を除く）、8/10㈫、8/31㈫～9/3㈮

問合せ　  二川宿本陣資料館 ☎41・8580、

駒屋 ☎41・6065

休館日　  月曜日（8/9㉁を除く）、8/10㈫

三沢厚彦（1961年～）は、実在

する動物をただ再現するので

はなく、作者や私たちの中にあ

る動物のイメージを造形化す

ることで知られています。小動

物から大型動物、さらにキメラ

など空想上の生き物に至るま

で、多種多様なアニマルがクス

ノキの丸太から生み出されて

きました。木肌にほどこしたノ

ミ跡や鮮やかな色彩、そして

ユーモラスでありながら人に媚

びることのない動物たちの表

情が三沢彫刻の魅力です。

学芸員の作品紹介

夏の夜の本陣体験 本陣のおばけ屋敷

おばけたちが隠れている本陣内を

探検します。

と　き 8/21㈯、8/22㈰18:00、

18:30、19:00、19:30

ところ 二川宿本陣資料館

対　象 小学生以下と保護者

定　員 各10人（申込順）

料　金 各100円

申込み 8/7㈯10:00から電話で二川宿本陣資料館

駒屋の夏蔵 写真展 夏の思い出

夏をテーマにした風景写真約20点を展示します。

と　き 8/9㉁～9/5㈰9:00～17:00※最終日は15:00まで

問合せ 駒屋

特別展示 
鈴木一正 動物と共に

動物をテーマにした豊橋在住の日本画家の作品を

紹介します。

と　き 8/29㈰まで

三沢厚彦 ANIMALS 2021 in TOYOHASHI

三沢厚彦 オンライン・アーティスト・トーク

作家が展覧会会場で作品解説を行うようすを生配信します。

と　き 8/7㈯17:30～18:00

その他 動画は8/29㈰まで公開。視聴方法など詳細は美術博物館

ホームページ参照

鈴木一正「共に」 2011年

彦坂順一「ささゆりの海」

三沢厚彦
「Animal 2017-02」 
2017年

三沢厚彦「Animal 2020-03」 2020年 ○c Atsuhiko Misawa

○c Atsuhiko Misawa
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問合せ　☎21・5525

休館日　  8/25㈬、子育てプラザ
のみ8/18㈬

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。

問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　休館日　月曜日（8/9㉁、8/16㈪を除く）

ワークショップ 数字の取り合い合戦

数を取り合い、合計を競うゲームの必勝法を算数で考えます。

と　き 8/3㈫10:00、11:10、12:30、13:40、15:10（各20分）

対　象 小学3～6年生

講　師 黄瀬正敏さん（海陽中等教育学校数学（数楽）科教諭）

おもしろサイエンスの日 光で遊ぼう

偏光板で筒の中の壁を球が通過するマジック道具などを

作ります。

と　き 8/22㈰13:00～15:00（随時、参加可）

夏休みスペシャルイベント

パワーストーンハンティング

たくさんの石の中から探し出した

宝石でマグネットを作ります。

と　き 8/1㈰、8/7㈯、8/9㉁～ 

8/16㈪、8/21㈯、8/28㈯、 

8/29㈰11:10

定　員 各10人（先着順）

料　金 各100円

実験ショー マイナス196℃の世界

液体窒素に湯やゴムボールなどを

入れて実験します。

と　き 8/1㈰、8/7㈯、8/9㉁～8/14㈯、8/16㈪、8/21㈯、 

8/28㈯、8/29㈰13:40

その他 8/14㈯は手話通訳あり

大実験ショー 音のふしぎをさぐる

音に関するさまざまな実験を紹介します。

と　き 8/8㈷13:40

講　師 豊橋エコサイエンスクラブ

その他 手話通訳あり

ドラゴンって知ってる!? 
三河おもちゃ花火をあげよう!

三河地方で製造しているおもちゃ花火

を購入して遊べます。

と　き 8/8㈷14:00～17:00※なく

なり次第終了

対　象 どなたでも（小学生以下は保護

者同伴）

料　金 1個150円から

その他 花火の持ち込み不可

ここにこライブ!

高校生による野外演奏を楽しめます。

と　き 8/21㈯、8/22㈰10:00～ 

11：00、16：00～17：00（雨

天中止）

出　演 豊橋中央・豊橋商業・小坂井・

藤ノ花女子高校吹奏楽部

kajiiコンサート 
♪食器は歌う♪

茶碗やしゃもじなどの身近な日用品を

使用した演奏を楽しめます。

と　き 8/8㈷11:00～11:40

ところ ここにこ広場

宿題おたすけ隊 自由工作教室

9人のクラフト作家から自由工作の

進め方を学びます。

と　き 8/10㈫10:00～16:00

ところ ここにこ広場

料　金 500円～

その他 当日9:30から整理券を配布

12



問合せ　☎61・3136

問合せ　☎53・3153　  53・3200　  32402

休館日　月曜日、祝日

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　8/3㈫9:00から、さくらピア

問合せ　☎21・2301　 　9815　休館日　月曜日

ところ　少年自然の家

申込み　8/1㈰～8/15㈰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㈫

8月

川崎
（ＧⅢ）
ナイター

松阪
（ＦⅠ）
ナイター

四日市
（ＦⅠ）
ナイター

武雄
（ＦⅠ）
ナイター

松山
（ＦⅠ）
ナイター

佐世保
（ＦⅠ）
ナイター

前橋
（ＦⅠ）

関東カップ

小松島
（ＦⅠ）

岐阜
(FⅠ)

小松島
（ＦⅠ）

西武園
（ＦⅠ）

青森
（ＦⅠ）

いわき平
オールスター
（ＧⅠ）
ナイター

防府
（ＦⅠ）

向日町
（ＦⅠ）

富山
（ＦⅠ）立川

（ＦⅠ）

小田原記念
（ＧⅢ）

伊東温泉
（ＦⅠ）

高知記念(ＧⅢ)
小田原
（ＦⅠ）

松戸記念
（ＧⅢ）

岸和田
（ＦⅠ）

西日本カップ

己書を描こう
魅力のある文字と絵の書き方を学び

ます。

と　き 9/8、9/22、10/6、10/20、

11/10、11/24の水曜日（全 

6回）10:00～11:30

講　師 森亨さん（己書朗笑道場代表）

定　員 8人（申込順）

料　金 500円

HALLOWEEN 
ネイチャークラフト

自然の中で集めた木の実などを

使った工作を楽しめます。

と　き 10/3㈰13:00～16:00

対　象 小学1～4年生

講　師 愛知大学にこまる

定　員 10人（抽選）

秋のネイチャーゲーム体験会 
秋の森を感じて楽しもう

季節の自然に触れるゲームや、焼き

芋体験をします。

と　き 10/24㈰9:30～15:00

対　象 年中児～中学生と保護者

講　師 とよはしネイチャーゲームの会

定　員 10家族（抽選）

料　金 1人500円

リラックス体操教室

ストレッチポールを使った筋肉のほぐ

し方を学びます。

と　き 9/5、9/19、10/3、10/17、

11/7、11/21の日曜日（全6回）

9:30～10:30

講　師 鈴木見和子さん（柔道整復師）

定　員 6人（申込順）

地元選手紹介 
119期 牛田樹希斗選手

　牛田選手は今までさまざまなス

ポーツに打ち込み、大学時代には日

本拳法で日本一の栄冠に輝きました。

体力勝負の競輪選手の魅力を子ども

たちに伝えたいと大志を抱き、7月に

デビューを飾った牛田選手。逃げの速

さを武器に、飛躍が期待されます!

早朝前売 7:30   開門予定 10:00
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