
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

スタッフの
おすすめ本

10
月

古文書に親しむ講座（応用編）

織田信長や豊臣秀吉、徳川家康が記した古文書を

読み解きます。

と　き 11/7～11/28の日曜日（全4回）10:00～

11:30

ところ 中央図書館　講師  当館学芸員

定　員 15人（抽選）

申込み 10/13㈬～10/26㈫に中央図書館

歴史に残る芸術作品は、

芸術家たちの「こじらせ」

から生まれたものだった？

巨匠たちの一風変わった

エピソードや人間関係を

知ることで、芸術鑑賞がよ

り楽しくなる一冊です。

ハッピーハロウィン! ハッピーブック!

ハロウィンに関する本の紹介や、子ども向けのクイ

ズを楽しめます。

と　き 10/1㈮～10/31㈰

ところ 中央図書館

問合せ 中央図書館

豊橋の百年企業 豊橋の書店 豊川堂と精文館

100年前の豊橋の読書文化を紹介します。

と　き 10/16㈯～11/14㈰

ところ 中央図書館

問合せ 中央図書館

図書館ホームページをご活用ください

図書館のホームページでは、開館状況やイベント情報など最

新の情報を掲載しているほか、資料の検索・予約や貸出期間の

延長、デジタル資料の閲覧などができます。

問合せ 中央図書館

『こじらせ美術館』
著者:ナカムラ クニオ

ホーム社 2021.5

織田信長朱印状（羽田八幡宮所蔵）
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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

開館30周年記念 

竹久夢二展

大正ロマンを代表する画家の肉筆画や

版画などを紹介します。

と　き 10/2㈯～11/14㈰

ギャラリートーク

と　き 10/9㈯、10/31㈰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

びはく講座 草
そう

土
ど

社
しゃ

の作家たち

美術家グループ草土社や岸田劉生の作品などをテーマ

に話します。

と　き 10/16㈯14:00～15:00

講　師 当館学芸員

定　員 24人（申込順）

申込み 10/5㈫から美術博物館ホームページで必要事

項を入力

芳年 激動の時代を生きた鬼才浮世絵師

月岡芳年が幕末や明治に描いた浮世絵約260点を展

示します。

と　き 10/9㈯～11/23㈷

観覧料 一般・大学生800円（600円）、小学生～高校生

400円（300円）※（　）内は前売・団体料金

記念講演会 芳年 魅力のからくり

と　き 10/23㈯14:00～15:30

講　師 神谷浩さん（徳川美術館副館長）

定　員 40人（抽選）

申込み 10/11㈪までに、美術博物館ホームページで必

要事項を入力

月岡芳年「義経記五條橋之図」 明治14（1881）年

秋の本陣音楽会 雅楽

と　き 11/7㈰10:30　ところ  二川宿本陣資料館

出　演 雅楽二重奏 菊理　定員  30人（申込順）

料　金 無料（入館料必要）

申込み 10/10㈰10:00から電話で二川宿本陣資料館

本陣体験講座 

大正ロマンで包もう 風呂敷ラッピング講座

箱や瓶などの包み方を学びます。

と　き 11/6㈯10:30～11:30

ところ 二川宿本陣資料館

講　師 伊藤わかよさん（伝統文化ふろしき風の会愛知代表）

定　員 20 人（申込順）　料金  800円

申込み 10/9㈯10:00から電話で二川宿本陣資料館

竹久夢二「港屋絵草紙店」 大正3（1913）年

和菓子作り体験講座 くりきんとん

と　き 10/15㈮13:30～16:00　ところ  駒屋

定　員 12人（申込順）　料金  1,000円

申込み 10/5㈫10:00から電話で駒屋

本陣古文書講座（中級コース）

江戸時代の古文書を解読します。

と　き 10/16、10/30、11/13、11/27、12/11の

土曜日（全5回）13:30～15:00

ところ 二川宿本陣資料館

講　師 美術博物館学芸員

定　員 15人（申込順）

料　金 400円（展示見学の場合は別途、入館料必要）

申込み 10/3㈰10:00から電話で二川宿本陣資料館

月岡芳年は、動きの中の一瞬を切り取る表現を得

意としていました。この作品では、右の源義経が

飛び上がりながら、日の丸が描かれた扇を左の弁

慶に投げつけた瞬間を捉えています。中央に満月

を配置し、人物や橋の欄干などを扇形に構成する

ことで義経が投げた扇を暗示する、しゃれた構図

の作品です。

学芸員の作品紹介
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問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　休館日　月曜日

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。

似っ展

芸能人や著名人の似顔絵を展示します。

と　き 10/9㈯～10/17㈰9:30～17:00

ハッピーすまいるピクニック

ハロウィンをテーマにした工作や雑貨の購

入が楽しめます。

と　き 10/31㈰10:00～16:00 パティシエになろう! モンブランを作ろう!

と き 11/6㈯13:30～15:30

講 師 マッターホーン

体

験

１

煮込みナポリタンとエッグタルト

と き 11/13㈯10:00～12:30

講 師 豊橋創造大学短期大学部

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:10/1㈮10:00～10/15㈮17:00に、こども未

来館ホームページで必要事項を入力

つくってあそぼう工作の日

かざぐるまや飛行機などの科学キットを使った工作を楽

しめます。

と　き 10/17㈰13:00～ 

15:00（随時、参

加可）

料　金 100～2,200円

ミニワークショップ ブーメランヒコーキ

投げると宙返りする飛行機を作ります。

と　き 10/2㈯～10/31㈰の土・日曜日（10/24㈰を 

除く）11:10

定　員 各10人（先着順）

料　金 各500円

星を見る会 お月様のかくれんぼ2

今年2回目の皆既月食を天体望遠鏡などで観察します。

と　き 11/19㈮16:30～17:30（天候不順の場合は中止）

対　象 どなたでも（中学生以下は保護者同伴）

定　員 40人（抽選）

申込み 10/10㈰～10/17㈰ 

に視聴覚教育セン

ターホームページ

で必要事項を入力

おもしろサイエンスの日 音で遊ぼう

工作や聴診器などを使った実験を通し、音の仕組みを学

びます。

と　き 10/24㈰13:00～

15:00（随時、参加可）
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問合せ　☎61・3136

問合せ　☎53・3153　  53・3200　  32402

休館日　月曜日　

問合せ　☎21・2301　  9815　休館日　月曜日

ところ　少年自然の家

申込み　10/1㈮～10/15㈮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㈰

10月

防府
(ＦⅠ）

熊本記念
(ＧⅢ）

in久留米

大宮
(ＦⅠ）

関東カップ

弥彦
寛仁親王牌

(ＧⅠ）

岐阜
(ＦⅠ）

小松島
(ＦⅠ）

松阪
(ＦⅠ）

福井
(ＦⅠ）

京王閣
(ＦⅠ）

青森
(ＦⅠ）

ナイター

別府
(ＦⅠ）
ナイター

川崎
(ＦⅠ）

ナイター

武雄
(ＦⅠ）

西日本カップ

弥彦
(ＦⅠ）

平塚記念
（ＧⅢ）

函館
(ＦⅠ）

ナイター

前橋
(ＧⅢ）

ナイター

防府記念(ＧⅢ）

寄せ植え講座

季節の花苗を使った寄せ植えを作

ります。 

と　き 11/12㈮13:30～14:30 

講　師 マルシェ＆カフェ はなやさい

定　員 20人（申込順）

料　金 1,500円

その他 手話通訳・要約筆記などあり

申込み 10/1㈮9:00から、さくらピア

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 11/20㈯9:30～12:00

対　象 身長120cm以上の小学4年～

中学3年生

講　師 カントリーモーニング

定　員 10人（抽選）　料金  500円

その他 マウンテンバイクとヘルメッ

トの貸し出しや、保護者向け

e-bike試乗体験あり

シェアリングネイチャーウェルネス体験会

初心者でも簡単にできるアウトドア

炊飯の方法を学びます。

と　き 11/14㈰9:30～15:00

対　象 18歳以上の方

講　師 とよはしネイチャーゲーム

の会

定　員 20人（抽選）　料金  500円

トワイライトライブ

ウクレレによるハワイアンミュージッ

クの演奏を楽しめます。

と　き 10/30㈯15:00～16:30

出　演 AYU & MAKI（ウクレレ演

奏家）

地元選手紹介 

120期 山本さくら選手

　7月にデビューした山本選手の魅

力の一つであるダッシュ力は、全日

本選手権で準優勝するほどの実力

を誇るテコンドーに打ち込んだこと

で培われました。「思い切りのいい走

りに注目してほしい」と語る山本選

手の今後の活躍にぜひ、ご期待くだ

さい!

早朝前売 7:30   開門予定 10:00
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