
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､まちなか図書館 ☎21・5518、 
向山図書館 ☎62・2944、大清水図書館 ☎39・5900

休館日　 月曜日（まちなか図書館を除く）、第4金曜日

スタッフの
おすすめ本

11
月

まちなか図書館開館記念 

昭和懐古 高度経済成長期のまちなか風景

高度経済成長期の市街地の写真を展示します。
と　き 11/20㈯～12/26㈰
ところ 中央図書館
問合せ 中央図書館

歴史的なものから建築の
巨匠による最新鋭のもの
まで、美しく荘厳な図書
館の写真の数々に思わず
目を奪われます。まちな
か図書館のオープン前に
ぜひ読んでおきたい一冊 
です。

メリークリスマス! in 中央図書館

クリスマスに関する
本を紹介します。
と　き 11/11㈭～
 12/23㈭
その他 11/27㈯から

クリスマスツ
リーを展示

問合せ 中央図書館

テーブルゲームで遊ぼう!

人生ゲームやクラッシュアイスゲームなどで遊べます。
と　き 11/21㈰13:00～16:00 
ところ 大清水まなび交流館「ミナクル」
対　象 どなたでも（小学2年生以下は保護者同伴）
問合せ 大清水図書館

豊橋っ子調べ学習コンクール 優秀作品を展示します

と　き 11/6㈯～11/14㈰
ところ 中央図書館
問合せ 中央図書館

『世界の美しい図書館』
編著者:アフロ、アマナイメージズ
パイインターナショナル 2014.12
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問合せ　  二川宿本陣資料館 ☎41・8580、
駒屋 ☎41・6065

休館日　  月曜日

問合せ　☎51・2882　　休館日　月曜日、11/24㈬～11/28㈰

島田市博物館所蔵 海野光弘展

民家や農村、街道など日本の原風
景を描いた版画作品を紹介します。
と　き 11/27㈯～来年1/10㈷ 

9:00～17:00（入館は16:30 
まで）

ギャラリートーク

と　き 12/5㈰、12/18㈯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

芳年 激動の時代を生きた 

鬼才浮世絵師 イブニングトーク

と　き 11/21㈰17:30～18:30
講　師 当館学芸員
定　員 20人（抽選）
料　金 無料（入場料必要）
申込み 11/11㈭までに美術博物館

ホームページで必要事項を入力

びはく講座 芳年が描いた東海道

街道を描いた浮世絵から、月岡芳年
と幕末の絵師たちを紹介します。
と　き 11/13㈯14:00～15:00
講　師 当館職員
定　員 24人（申込順）
申込み 11/5㈮から美術博物館ホー

ムページで必要事項を入力

橋良文庫と草間文庫

郷土史研究者が収集した資料を
通して地域の歴史を紹介します。
と　き 11/30㈫～来年2/13㈰

つるし飾り作り講座

来年の干支「寅
とら

」のつるし飾りを作ります。
と　き 12/4㈯13:00～15:00　ところ  二川宿本陣資料館
対　象 高校生以上　講師  つるし飾りの会
定　員 10人（申込順）　料金  1,000円
申込み 11/6㈯10:00から電話で二川宿本陣資料館

和心おもてなし 新成人 着物前撮り

と　き 12/5㈰9:30～11:30、12:30～14:30
ところ 駒屋　定員  各20人（申込順）
料　金 各5,000円
その他 振り袖・羽織はかまを各3,000円で貸

し出し、ヘアセットを3,000円で実施。
後日、写真データの持ち帰り可

申込み 11/10㈬10:00から電話で駒屋

駒屋 子どもLIVE書芸

子どもたちが大きな紙に書を描きます。
と　き 来年1/3㈪11:00～11:30
対　象 小学生～高校生　定員  5人（申込順）
その他 1/15㈯～2/13㈰に書道作品を展示
申込み 11/12㈮10:00から電話で駒屋

押しずしを作ってみよう

手のひらサイズの木枠を使い、押しずしを作ります。
と　き 11/19㈮13:30～16:00
ところ 駒屋
定　員 12人（申込順）
料　金 1,500円
申込み 11/5㈮10:00から電話で駒屋

学芸員の史料紹介

幕末に発生した東海地震により、吉田城では石垣が崩れ、櫓や門な

ど多数の建造物が倒壊する被害が発生しました。この絵図は、吉田

藩が城の修復を幕府に申請した際に提出した絵図の控えです。吉

田藩士の家から散逸してしまいましたが、郷土史の研究者によって

発見されたことで現在でも見ることができます。

やぐら

海野光弘「道づれ」昭和48（1973）年 
ⒸKatsue Unno 2021

吉田城破損所絵図　安政4（1857）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

問合せ　☎21・5525
休館日　  水曜日（11/3㈷を除く）
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。

もくもくひろば

かんな削りや木のおもちゃ作りなどを通して
木と触れ合います。
と　き 11/20㈯10:00～15:00

おはなしおばさんの 

たのしいおはなし会

と　き 11/28㈰11:00～12:00、14:00～ 
15:00 和菓子職人になろう!

かわいい和菓子のクリスマスツリーを作ろう!

と き 12/11㈯13:30～15:00
講 師 ㈱お亀堂

体

験

１

大工さんになろう!

間伐材でなんでも棚を作ろう！

と き 12/12㈰13:30～15:30
講 師 ㈱イトコー

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:11/1㈪10:00～11/15㈪17:00に、こども未
来館ホームページで必要事項を入力

プラネタリウム番組

と　き 11/2㈫～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。11月の

土・日曜日、祝日に豊鉄バスに乗
り、整理券を2枚取ったうちの1
枚を持参した方は観覧料無料・
小学生にプレゼント（実験キッ
ト）あり

とよはし科学月間 科学捜査展

声紋分析や指紋・筆跡鑑定など、科学的な犯罪捜
査を紹介します。
と　き 11/28㈰まで
科学捜査体験

タブレット端末を使って、架空の事件捜査を楽しめ
ます。
と　き 11/28㈰まで
対　象 どなたでも（小学3年生以下は保護者同伴）
料　金 500円　その他　時間など詳細は視聴覚教育センターホームページ参照

わくわく科学教室 名古屋大学出前授業 

繊維で空を飛び、道路を走る

繊維が飛行機や車の材料になっていくようすを紹介します。
と　き 12/5㈰11:00～12:00　講師  入澤寿平さん（名古屋大学）
量子ワンダーランドへようこそ

液体窒素を使った実験などを行います。
と　き 12/12㈰11:00～12:00　講師  清水康弘さん（名古屋大学）

［共通事項］

対　象 小学4年生以上　定員  各40人（申込順）
申込み 11/10㈬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

投映スケジュール

■平日

時間（45分）番組名

15:00
星空解説＋星になるまで～
music by ACIDMAN

■土・日曜日、祝日

時間（各30分） 番組名
10:30 ワンピース プラネタリウム

13:00
星になるまで～music by 
ACIDMAN

14:30
プラネタリウム
ハクション大魔王2020

15:30
星空解説

（第2・4土曜日は生解説）
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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

問合せ　☎21・2301　  9815　休館日　月曜日
ところ　少年自然の家  対象  年中児～中学生と保護者
申込み　11/2㈫～11/16㈫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㈫

11月

富山
(ＦⅠ）

宇都宮
(ＦⅠ）

富山
(ＦⅠ）

佐世保
(ＦⅠ）

豊橋
（ＦⅠ）

広島
(ＦⅠ）

名古屋
(ＦⅠ）

武雄
(ＧⅢ）

施設整備競輪

小松島
(ＦⅠ）

松戸
(ＦⅠ）

平塚
(ＦⅠ）

四日市記念
（ＧⅢ）
ナイター

小倉
競輪祭
(ＧⅠ)

ナイター

平塚
(ＦⅠ）

ナイター

佐世保
(ＦⅠ）

ナイター

松山
(ＦⅠ）

ナイター

いわき平(ＦⅠ）

静岡
(ＦⅠ）

ナイター

防府記念
（ＧⅢ）

伊東温泉
(ＦⅠ）

ジャパンカップ

大宮
(ＦⅠ）

豊障連さくらピア文化祭

会館の利用団体による作品を展示
します。
と　き 11/16㈫～11/21㈰10:00～ 

14:00

クリスマスネイチャークラフト＆ピザづくり体験

木の実などを使ったリースや松ぼっくり
のツリー、ピザを作ります。
と　き 12/11㈯9:30～15:00　　
講　師 中野恵子さん（HAPPYBREAD）
定　員 8家族（抽選）　
料　金 1人1,000円

お正月用 のし餅づくり

杵
きね

と臼で2升分の餅をつき、のし餅
を作ります。
と　き 12/26㈰9:30～12:30　　
定　員 9家族（抽選）　
料　金 1家族2,000円

季節の書道

筆ペンの使い方を学び、年賀状などを書きます。
と　き 12/10、12/24、来年1/28、2/25、

3/18、3/25の金曜日（全6回）10:00～ 
11:30

講　師 本田栄子さん（書道師範）
定　員 8人（申込順）
料　金 500円
その他 手話通訳・要約筆記などあり
申込み 11/2㈫9:00から、さくらピア

競輪まめ知識 

日々の努力の証! 選手の太もも

　競輪選手の太ももの太さがどの
くらいなのかご存知ですか？豊橋競
輪場では内藤久文選手が最も太く、
なんと68cm!選手たちは日々、長距
離の走り込みや筋力トレーニングな
ど、さまざまな方法で肉体を鍛え上
げています。レースの際には選手の
立派な太ももにも、ご注目ください!

早朝前売 7:30   開門予定 10:00
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