
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、まちなか図書館 ☎21・5518

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

1
月

生きた情報を学ぼう 

知の伝道師リレー講座

ところ 中央図書館
問合せ 中央図書館

とき 講座名 講師

1/29（土）
10:00〜11:00

養蜂の世界 金原賢治さん

1/29（土）
14:30〜15:30

伝染病が
変える世界

三木隆治さん
（豊橋メイツクリニック元会長）

2/5（土）
10:00〜11:30

ハンドメイド
の世界

わたなべなおこさん
（handmade*cocoron）

2/5（土）
13:30〜14:30

日本のすみれ
金原賢治さん

（すみれを楽しむ会）

「着物」のマナーや用語、歴
史などをイラスト入りで解
説し、着付けの基本も掲載
した着物の知識辞典です。
新年の始まりに、日本の伝
統的な服飾文化をじっくり
味わってみませんか。

まちなか図書館 館長がいま会いたい人

まちなか図書館長とゲストによるトークショーを観覧できます。
と　き 1/22㈯14:00
出　演 是住久美子さん（田原市中央図書館長）
問合せ まちなか図書館

豊橋の伝統を知る 豊橋筆展

豊橋筆の特徴と、伝統を支える工芸士の技を紹介します。
と　き 1/4㈫〜1/23㈰
ところ 中央図書館
問合せ 中央図書館

図書館資料展 橋良文庫と草間文庫 

図書館の郷土史コレクション

と　き 1/8㈯〜1/30㈰
ギャラリートーク

と　き 1/8㈯、1/30㈰13:30〜14:00
講　師 当館学芸員
講座 橋良文庫・草間文庫の古文書から読み解く

明治維新期の豊橋

と　き 1/22㈯10:30〜11:30
講　師 当館学芸員　定　員  20人（先着順）

［共通事項］

ところ 中央図書館　問合せ  中央図書館

『きもの語辞典』
著者:岡田 知子  監修:木下着物研究所

誠文堂新光社 2021.9
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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㈪

おひめさま、おとのさまになろう

内
だ い り

裏雛
びな

の衣装を着て、館内で写真が撮れます。
と　き ①2/5〜2/20②2/23〜3/13の土・日曜日、

祝日9:30〜16:00のうち、当館が指定した
時間

ところ 二川宿本陣資料館
対　象 身長90〜140cmの女の子、身長95〜140cm

の男の子
定　員 各7組（抽選。1組同居の家族に限り5人まで）
料　金 無料（入館料必要）
申込み ①は1/21㈮、②は2/10㈭（各必着）までに返信先明記の往復はがき

で、希望日（1枚1日まで。時間指定不可）、保護者の住所・氏名・電話番
号、参加者全員の性別・年齢・身長を二川宿本陣資料館（〒441-3155
二川町字中町65）

豊橋市民展

作品の搬入

と　き 1/15㈯、1/16㈰
その他 出品資格など詳細は募集要項を参

照※募集要項は美術博物館、市役所
じょうほうひろば、美術博物館ホー
ムページほかで配布

展覧会 写真・書道

と　き 2/1㈫〜2/6㈰
その他 2/5㈯14:00に各部門入選作品の

表彰式あり
展覧会 日本画・洋画・彫刻（立体造形）・デザイン

と　き 2/8㈫〜2/13㈰
その他 2/12㈯14:00に各部門入選作品の

表彰式あり びはく講座 吉田藩の所
ところがえ

替について

吉田藩主が交代したときのようすを紹介します。
と　き 1/22㈯14:00　講師  当館学芸員
定　員 24人（申込順）
申込み 1/7㈮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 

Face to Face

「顔」をテーマにした、筧忠治や
中村正義などによる絵画・立体
作品を紹介します。
と　き 1/4㈫〜3/27㈰

駒屋 お正月イベント 

子どもかるた大会

と　き 1/15㈯13:30〜15:00
対　象 小学生以下
定　員 20人（申込順）
申込み 1/5㈬10:00から電話で駒屋

駒屋 和創作

春うさぎのおひなさま♪

ちりめん布でうさぎのおひなさまを作
ります。
と　き 1/19㈬13:00〜16:00
定　員 10人（申込順）
料　金 3,800円
申込み 1/6㈭10:00

から電話で駒
屋

駒屋のひなまつり 

福よせ雛
び な

づくり体験

リボンやシールなどでおひなさまを
作ります。
と　き 2/6㈰、2/27㈰10:00〜

15:00
問合せ 駒屋

筧忠治「自画像」昭和22（1947）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、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

26ページの「パパママ」に掲載しています。

いい年にな～れ! ここにこ開運展

正月にちなんだ4種類のクラフト作品を展示し
ます。
と　き 1/10㈷〜1/16㈰9:30〜17:00
その他 1/15㈯、1/16㈰に展示作品の販売会

あり。出展作家など詳細はこども未来
館ホームページ参照

ハットおばさんのたのしい手品

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 1/23㈰11:00〜11:30

110番広報 豊橋けいさつ 

おまわりさんフェスタ

110番への正しい電話のかけ方な
どを学びます。
と　き 1/10㈷10:00〜12:00
その他 警察音楽隊による演奏や、警

察犬の捜査活動の紹介を同
時開催

青少年のための科学の祭典

理科や数学、科学技術に関するさま
ざまな実験や工作が楽しめます。
と　き 1/22㈯、1/23㈰10:00〜

16:00

プラネタリウム番組

と　き 1/4㈫〜2/27㈰
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

アストロサイエンスクラブ

プラネタリウムの仕組みなどを講座と工作で
学びます。
と　き 2/6㈰、2/13㈰、2/20㈰（全3回）

11:00〜12:00
対　象 小学4年〜中学3年生
定　員 10人（申込順）　料金  3,000円
申込み 1/10㈷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

ミニワークショップ 空気砲

ペットボトルの空気砲を作り、発射した空気の形などを観察します。
と　き 1/8〜1/30の土・日曜日、祝日（1/23㈰を除く）11:10
定　員 各10人（先着順）
料　金 各100円

実験ショー 静電気のふしぎ

静電気を使った実験で、性質や特徴を学びます。
と　き 1/8〜2/26の土・日曜日、祝日（1/16、1/23、2/20の日曜日を除く）

13:40

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、1/4㈫～1/6㈭

時間（各30分） 番組名

10:30
うんこドリル ザ・プラネ
タリウム たいようけい
をぐる〜りたんけん

13:00 ワンピース プラネタリウム

14:30
星になるまで〜music 
by ACIDMAN〜

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、12/29㈬〜1/3㈪、1/11㈫　その他　手話通訳・要約筆記などあり
申込み　1/4㈫9:00からさくらピア（☎53・3153）

問合せ ☎21・2301　  9815
休館日 月曜日、12/29㈬〜1/3㈪
申込み 1/5㈬〜1/19㈬に電話で少年自然の家
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和歌山
記念

（ＧⅢ）

豊橋本場
開場７２周年記念

ちぎり賞争奪戦(GⅢ)

四日市
（ＦⅠ）
ナイター

静岡
（ＦⅠ）
ナイター

小倉
（ＦⅠ）
ナイター

立川記念
（ＧⅢ）

大垣
（ＦⅠ）

大宮記念
（ＧⅢ）

京都向日町
万博協賛競輪

（ＦⅠ）

広島(ＦⅠ）

高松記念
（ＧⅢ）

伊東温泉
（ＦⅠ）
ナイター

松山
（ＦⅠ）
ナイター

久留米
（ＦⅠ）
ナイター

高松
（ＦⅠ）

宇都宮
（ＦⅠ）

名古屋
（ＦⅠ）

さくらカフェ まちなか図書館を知ろう!

新しい図書館の魅力や利用方法を
学びます。
と　き 2/15㈫13:30〜14:30 
講　師 まちなか図書館職員
定　員 20人（申込順）　

笑顔あふれるチャレンジキャンプ

大学生のキャンプカウンセラーと一緒 
に野外活動を楽しみます。
と　き 3/12㈯13:00〜3/13㈰

14:00※1泊2日
ところ 野外教育センター
対　象 市内在住の小学4〜6年生
講　師 愛知キャンプカウンセラー

協会
定　員 36人（抽選）　料金  3,000円

冬のほかほかアウトドア炊飯体験

鍋料理や、飯ごうで炊き込みご飯を
作ります。
と　き 2/19㈯9:30〜15:00　　
対　象 年中児〜中学生と保護者
講　師 小原章さん（キャンプディレ

クター）
定　員 9家族（抽選）　
料　金 1人500円

ひなまつりを楽しもう!

ひなまつりにちなんだ手遊びや工作
を楽しめます。
と　き 2/9㈬13:30〜15:00 
講　師 レディースレクわたぼうし
定　員 15人（申込順）　

豊橋競輪 

ちぎり賞争奪戦（GⅢ）

地元有力選手と全国の強豪選手に
よるレースを観戦できます。
と　き 1/20㈭〜1/23㈰9:30〜

16:30

早朝前売 7:30
開門予定 10:00 ※20日㈭〜23日㈰は9：30
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