
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、12/29㈬〜1/3㈪

スタッフの
おすすめ本

12
月

まちなか図書館 イベントピックアップ！

クリスマスコンサート

と　き 12/19㈰15:00〜16:00
ところ まちなか図書館
出　演 鈴木智子（ピアノ）、平手裕紀（キーボード、 

トランペット）
定　員 50人（先着順）
その他 12/14㈫〜12/25㈯の期間中、クリスマス

をテーマにした別イベントを開催。イベント
内容など詳細はまちなか図書館ホームペー
ジ参照

問合せ まちなか図書館

誰もが1度は目にしたこと
がある、さまざまなデザイ
ン書道作品を紹介し、デザ
インの考え方や秘訣が学
べる一冊です。豊橋筆製作
者の熱意が伝わるインタ
ビューも必見!

クリスマスのおはなしを 
ミナクルで

クリスマスにちなんだ絵本の読み
聞かせを楽しめます。
と　き 12/18㈯14:00〜14:40
ところ 大清水まなび交流館「ミナ

クル」
定　員 20組（申込順）
申込み 12/4㈯から大清水図書館

『日本のデザイン書道家　

筆文字デザインの最前線』
編著者:久木田ヒロノブ

マール社 2018.12

年末年始の貸し出しと返却
ポストの閉鎖

12月29日㈬〜1月3日㈪の休館
に伴い、12月15日㈬〜12月28
日㈫の貸出期間を通常の2週間
から3週間に延長します。また、休
館中は各図書館、豊橋観光案内
所の返却ポストを閉鎖します。
問合せ 中央図書館

おかえり金子展

作曲家・古関裕而さんの妻・金子さ
んの生涯を写真などで紹介します。
と　き 12/1㈬〜12/26㈰
ところ 中央図書館
問合せ 中央図書館
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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、12/29㈬〜1/1㈷

問合せ　☎51・2882　　休館日　月曜日、12/29㈬〜1/3㈪

いいとこ発見!とよはしカルタ大会

と　き 1/8㈯[小学1～3年生]13:30 
[小学4～6年生]15:00

ところ 二川宿本陣資料館
対　象 小学生（保護者同伴）　
定　員 各15人（申込順）　
料　金 無料（展示見学の場合は別

途、入館料必要）
その他 プレゼント（とよはしカルタ）

あり
申込み 12/7㈫10:00から電話で二川宿本陣資料館

びはく講座 
星野眞吾賞展みどころ紹介

と　き 12/19㈰14:00〜15:00
講　師 当館学芸員
定　員 24人（申込順）
申込み 12/7㈫から美術博物館

ホームページで必要事項
を入力

記念講演会 
橋良文庫と草間文庫あれこれ

と　き 12/18㈯14:00
講　師 大須賀哲夫さん（郷土史家）
定　員 24人（申込順）
申込み 12/3㈮から美術博物館

ホームページで必要事項
を入力

トリエンナーレ豊橋 星野眞吾賞展 
明日の日本画を求めて

197点の応募作品から選ばれた入選作品57点な
どを展示します。
と　き 11/30㈫〜12/26㈰
観覧料 一般・大学生500円、小学生〜高校生200円

現代の名工 ウッドクラフト・ゴトウ 
匠親子による美術建具作品展

組子細工で作られた建具を展示します。
と　き 12/4㈯〜1/10㈷
匠のワークショップ 組子細工2種

麻の葉と胡麻柄を作ります。
と　き 12/11㈯10:00〜11:30、13:00〜14:30
定　員 各10人（申込順）

　
料　金 各5,000円
申込み 12/5㈰10:00か

ら電話で駒屋

視聴覚教育センターコラボ企画 
チケット半券でお得なサービス

12月24日㈮〜4月3日㈰に視聴覚教育センターのプラ
ネタリウム観覧券の半券を持参した方は、当館の入館料
を2割引きします。※半券1枚につき1人まで、1回限り
問合せ 二川宿本陣資料館

和創作 お正月飾り・かわいい花熊手♪

つまみ細工や水引などを使い、熊手飾りを作り
ます。
と　き 12/15㈬13:00〜16:00
定　員 10人（申込順）
料　金 4,000円
申込み 12/７㈫10:00から電話で駒屋

全身が緑色の、動物とも植物とも見える不

思議な生物が半立体的に表現されています。

これは、作者が理想とする生命体のイメー

ジを、初めてリアルな姿として制作したもの

だそうです。生命体の内部にはさまざまな

「生」の痕跡が細密に描かれ、まるで生命体

が宇宙そのものであるかのように深淵な世

界が広がっています。作者の佐々木菜摘さ

んは22歳。独創的な表現と世界観が高く評

価され、歴代最年少での受賞となりました。

学芸員の作品紹介

星野眞吾賞（大賞）受賞作品 
佐々木菜摘「痕跡!?」 令和2(2021)年

麻の葉（左）と胡麻柄
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問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　休館日　月曜日、12/29㈬〜1/3㈪

問合せ　☎21・5525
休館日　  水曜日、12/30㈭〜1/1㈷
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。

世界の子どもたちのための 
クリスマスコンサート2021

クリスマスソングの演奏を楽しめます。
と　き 12/19㈰10:30〜11:30
演　奏 国際ソロプチミスト豊橋

新春恒例企画! 
ここにこジャンボカルタ大会

と　き  1/3㈪[未就学児]13:00〜
13:20 [小学生]14:00〜
14:20※荒天中止

その他  プレゼント（切り餅）あり

ここにこクリスマスマーケット

スイーツデコや木製トイカメラな
どの工作を楽しめます。
と　き 12/25㈯10:00〜15:30 
料　金 2,500円〜
その他 キッチンカーの出店あり

おうちで楽しもう! 
レースドレスのエレガンスフレーム

と　き 12/2㈭〜12/26㈰9:30〜17:00
販売数 90セット（先着順）
料　金 100円
その他 A4サイズの背景2種とフレー

ム付き

二川宿本陣資料館コラボ企画 
チケット半券でお得なサービス

12月24日㈮〜4月3日㈰に二川宿本陣資
料館の観覧券の半券を持参した方は、当館
のプラネタリウム観覧料を2割引きします。
※半券1枚につき1人まで、1回限り

ミニワークショップ 
スーパーボールロケット

ゴムの弾みで飛ばすロケットを作ります。
と　き 12/4〜12/26の土・日曜日11:10

（12/5㈰、12/12㈰を除く）
定　員 各10人（先着順）
料　金 各100円

期間限定公開! プラネタリウム番組 
COSMOS 光との約束

合唱曲「COSMOS」の歌詞「君も星だよ」をテー
マにした作品です。
と　き 12/24㈮〜26㈰、12/28㈫13:00
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

期間限定で復活! プラネタリウム番組 はやぶさ2

昨年地球に帰還した小惑星探査機「はやぶさ2」
の活躍を描きます。
と　き 12/2㈭、12/3㈮、12/8㈬〜12/10㈮、

12/16（木）11:00〜11:45
観覧料 大人300円、中学生以下100円
その他 星空解説あり。投映開始後の入場不可

Ⓒmicromuseum lab inc.
cosmos-hikari.com

Ⓒカンテレ
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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、12/29㈬〜1/3㈪　その他　手話通訳・要約筆記などあり
申込み　12/1㈬9:00からさくらピア（☎53・3153）

問合せ ☎21・2301　  9815　ところ  少年自然の家
休館日 月曜日、12/29㈬〜1/3㈪
対　象 年中児〜中学生と保護者　定員  10家族（抽選）
申込み 12/1㈬〜12/15㈬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㈮

12月

広島記念
（ＧⅢ）

京王閣
（ＦⅠ）

関東カップ

佐世保
記念

（ＧⅢ）

豊橋
（ＦⅠ）
ナイター

豊橋
（ＦⅠ）
ナイター

和歌山
（ＦⅠ）

立川
（ＦⅠ）

伊東温泉記念
（ＧⅢ）

静岡
(ＦⅠ)

防府
（ＦⅠ）

ガールズグランプリ

ヤンググランプリ

KEIRINグランプリ

名古屋
（ＦⅠ）

いわき平
（ＦⅠ）
ナイター

松阪
（ＦⅠ）
ナイター

松戸
（ＦⅠ）
ナイター

奈良
（ＦⅠ）
ナイター

高知
（ＦⅠ）

西日本カップ
ナイター

松山記念
（ＧⅢ）

名古屋（ＦⅠ）

取手
（ＦⅠ）

小田原
（ＦⅠ）

ボッチャ教室

と　き 1/16、1/30、2/13、2/27、
3/13、3/20の日曜日（全6
回）13:30〜15:30

講　師 吉田卓さん（豊橋よしだ整体
院代表）

定　員 20人（申込順）
料　金 500円

凧と五平餅づくり 表浜海岸で 
凧揚げを楽しもう

豊橋凧と五平餅を作ります。
と　き 1/15㈯9:30〜15:00　　
講　師 豊橋凧保存会
料　金 1人800円

冬のネイチャーゲーム体験会  
落ち葉で遊んで五平餅を食べよう

と　き 1/23㈰10:00〜15:00
講　師 とよはしネイチャーゲームの会
料　金 1人500円

陶芸教室

と　き 1/6、1/20、1/27、2/3、
2/17、3/17の木曜日（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 内藤常次さん（陶芸家）
定　員 8人（申込順）　料金  1,500円

競輪まめ知識 
驚異のデッドリフト

　競輪選手は、日々地道な体幹ト
レーニングに取り組んでいます。脚
や背中をはじめ、全身を鍛える「デッ
ドリフト」では、350kgもの重量を持
ち上げる選手もいるほど!鍛え上げ
た肉体が生み出す大迫力のレース
を、ぜひ競輪場で体験してください!

早朝前売 7:30   開門予定 10:00※30日㈭は9：30
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