
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9/20㈷を除く）、第４金曜日、 
9/21㈫（中央・向山図書館のみ）

スタッフの
おすすめ本

9
月

司文庫展 エリック・カール 

世界で愛された絵本作家

絵本「はらぺこあおむし」の作者をしのび、絵本や
作者の生涯を紹介します。
と　き 9/4㈯～10/10㈰
ところ 中央図書館
英語絵本の読み聞かせ

と　き ①9/4㈯、10/2㈯14:30②9/11㈯、
10/9㈯15:30

ところ ①大清水図書館
②中央図書館

［共通事項］

問合せ 中央図書館

息子と妻を亡くし、悲しみ
に暮れながらも、30年以
上たった1人で荒れ地に木
を植え続け、ついに森を蘇
らせた男の物語です。小
さな努力の積み重ねの大
切さを考えることができ
る一冊です。

『木を植えた男』
著者:ジャン・ジオノ

絵:フレデリック・バック
訳:寺岡 襄

あすなろ書房 1989.12

読み聞かせボランティア育成講座

絵本の選び方や紙芝居の演じ方など、読み聞かせの基礎
を学びます。
と　き 10/13～11/24の水曜日（全6回。11/3㈷を除く） 

10:00～11:30
ところ 中央図書館
定　員 30人（抽選）
申込み 9/8㈬～9/28㈫に中央

図書館※図書館ホーム
ページからも申し込み可

豊橋のスポーツ 

三遠ネオフェニックス2021-2022展

チームや選手について、パネルやグッズで紹介します。
と　き 9/16㈭～10/3㈰
ところ 中央図書館

12



問合せ　☎51・2882　　休館日　月曜日（9/20㈷を除く）、9/21㈫

問合せ　  二川宿本陣資料館 ☎41・8580、
駒屋 ☎41・6065

休館日　  月曜日（9/20㈷を除く）、9/21㈫

旅にでよう!

浮世絵や絵図などを通し、江戸
時代の旅文化を紹介します。
と　き 9/4㈯～9/26㈰
ギャラリートーク

と　き 9/5㈰、9/20㈷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

開館30周年記念 竹久夢二展 

記念講演会 夢二・恋の人生

と　き 10/3㈰14:00～15:30
ところ 二川宿本陣資料館
講　師 中右瑛さん（国際浮世絵

学会常任理事）
定　員 20人（申込順）
申込み 9/7㈫10:00から電話で

二川宿本陣資料館

鈴木愛 デザイン書道 駒屋教室 初めてのデザイン書道

と　き 10/5～12/14の火曜日10:00～11:30(全10回。11/23㈷を除く)
定　員 20人（申込順）　料金  22,000円
持ち物 書道用具一式　申込み  9/22㈬10:00から電話で駒屋

本陣体験講座 和本を作ろう

と　き 9/18㈯［①基本コース 四つ目綴］13:00～14:00［②応用コース 亀甲綴］

15:00～16:00
ところ 二川宿本陣資料館
対　象 ①小学5年生以上（小学生は保護者同伴）②中学生以上
定　員 各15人（申込順）　料金  各300円（展示見学の場合は別途入館料必要）
申込み 9/4㈯10:00から電話で二川宿本陣資料館

二川宿本陣資料館 菊の節句 重陽

菊のきせ綿や菊のつるし飾り、秋の折り紙作品を
展示します。
と　き 9/4㈯～9/12㈰9:00～17:00（最終日は

16:00まで）
問合せ 二川宿本陣資料館

コレクション展 美術資料 

草土社の作家たち

岸田劉生をはじめ、草土社に所属した作家の 
絵画作品を紹介します。
と　き 9/4㈯～11/23㈷

びはく講座 

こども造形パラダイスとは

こども造形パラダイスの歴史などを学びます。
と　き 9/11㈯14:00～15:00
講　師 当館職員
定　員 24人（申込順）
申込み 9/2㈭から美術博物館ホームペー

ジで必要事項を入力

コレクション展 美術資料 

野田弘志

日本の写実絵画を代表する作家
の作品約20点を紹介します。
と　き 9/4㈯～11/23㈷

竹久夢二「夢見草」大正5年～昭和初期

歌川広重「伊勢参宮宮川の渡し」 1855年

野田弘志「TOKIJIKU（非時）Ⅻ Wing」1993年
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問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　休館日　月曜日（9/20㈷を除く）、9/21㈫

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 9/1㈬～10/31㈰
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

まちなかで星を見よう 

気のはやいお月見会

「中秋の名月」前日の月や惑星などを天体望
遠鏡で観察します。
と　き 9/20㈷18:30～19:30
ところ 豊橋駅東口ペデストリアンデッキ
その他 中止の場合は当日16:00までに視聴覚

教育センター 
ホームページ
に掲載

ミニワークショップ 星座缶バッジ

好きな星座の絵を描いて、バッジを作
ります。
と　き 9/4～9/25の土・日曜日、祝

日11:10
定　員 各10人（先着順）
料　金 各100円

実験ショー 音のふしぎ

高い音や低い音の聞こえ方の違い 
を聞き比べます。
と　き 9/4～10/23の土・日曜日、

祝日（9/19㈰、9/26㈰、
10/17㈰を除く）13:40

小学生サイエンスアイデア作品展

科学的な工夫や発想を取り入れた工
作の優秀作品を展示します。
と　き 9/18㈯～11/30㈫

くわざわゆうこ作品展 

しあわせいっぱい

絵本6作品のイラスト原画を展示します。
と　き 9/18㈯～10/3㈰9:30～17:00

投映スケジュール

■平日

時間（45分）番組名
15:00 星空解説＋眠れない夜の月

■土・日曜日、祝日

時間（各30分） 番組名
10:30 ハクション大魔王2020
13:00 10000光年双眼鏡
14:30 ワンピース プラネタリウム
15:30 星空解説（第2・4土曜日は生解説）

ハットおばさんの楽しい手品

新聞紙や輪ゴムなど身近な物を使った手
品を楽しめます。
と　き 10/3㈰11:00～12:00

ゲームクリエーターになろう!

オリジナルミニゲームを作ろう!
と き 10/2㈯、10/3㈰10:00～12:00、13:00～15:00
講 師 小嶋秀徳さん（フリーランスプログラマー）

体

験

１

和菓子職人になろう!

ハロウィン焼きカボチャまんじゅうを作ろう!
と き 10/9㈯13:30～15:00
講 師 ㈱お亀堂

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:9/1㈬10:00～9/15㈬17:00にホームペー
ジで必要事項を入力

原作：鳴海アラタ 制作：神
戸市立青少年科学館・コニ
カミノルタプラネタリウム

「ぷっぷっぷ～」（くもん出版）
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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、9/21㈫　その他　手話通訳・要約筆記などあり
申込み　9/1㈬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　9/1㈬～9/15㈬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㈭

9月

伊東温泉
（ＦⅠ）
ナイター

函館
（ＦⅠ）
ナイター

富山
（ＦⅠ）

防府
（ＦⅠ）

京都向日町
記念

（ＧⅢ）

宇都宮
（ＦⅠ）

富山
（ＦⅠ）

久留米
（ＦⅠ）
ナイター

松阪記念
（ＧⅢ）

豊橋
（ＦⅡ）

豊橋
（ＦⅠ）

青森記念
（ＧⅢ）

岐阜
共同通信社杯
（ＧⅡ）

立川(FⅠ)
高知

（ＦⅠ）

和歌山
（ＦⅠ）

取手
（ＦⅠ）

平塚記念(ＧⅢ)

スポーツ吹矢教室

と　き 10/2、11/6、12/4、来年
1/15、2/5、3/5の土曜日

（全6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

絵手紙教室

と　き 10/19、11/16、12/21、
来年1/25、2/22、3/15
の火曜日（全6回）13:30
～15:00

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 坂上明子さん（絵手紙講師）
定　員 8人（申込順）
料　金 500円

親子で楽しむビーチクリーン &  

アウトドア炊飯体験

と　き 10/30㈯9:30～15:00
ところ 野外教育センター
対　象 小・中学生と保護者
講　師 BLUEWALK
定　員 10家族（抽選）
料　金 大人1,000円、中学生以下

500円

サツマイモを持ち込んで、親子焼き芋体験！

焼き芋をおいしく作るコツを学び
ます。
と　き 11/6㈯10:00～15:00
ところ 少年自然の家
対　象 年中児～中学生と保護者
定　員 10家族（抽選）
料　金 1人100円

みんなのコミュニケーション

障害に合わせた会話の方法を実践で
学びます。
と　き 10/10㈰、11/14㈰、12/12㈰

（全3回）10:00～12:00
講　師 豊橋障害者（児）団体連合協議会
定　員 15人（申込順）　料金  500円

地元選手紹介 

120期 岩田みゆき選手

　ソフトボール実業団チームでピッ
チャーとして活躍した岩田選手は、競
輪選手として活躍する友人からガー
ルズケイリンに誘われたことをきっか
けに競輪選手になることを決意。厳し
い練習を重ね、晴れて競輪選手にな
る夢を掴みました。負けず嫌いな性格
とソフトボールで鍛えた身体を武器
に、トップ選手を目指します。

早朝前売 7:30   開門予定 10:00
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