
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

スタッフの
おすすめ本

2
月

ふるさと探訪資料展

きらり!郷土が誇る産物のものがたり

吉田鎌や吉田煙
た ば こ

草などの産物をパネルと図書資

料で紹介します。

と　き 2/5㈯～3/21㈷

講演会 食いしん坊七代目のちくわの話

と　き 2/26㈯14:00～15:40

講　師 佐藤元英さん（ヤマサちくわ㈱代表取締役

社長）

定　員 100人（申込順）

申込み 2/8㈫から図書館ホームページで必要事項

を入力

［共通事項］

ところ  中央図書館

問合せ  中央図書館

のんほいパークで暮らす動

物の多くが絶滅危惧種で

あることをご存知ですか。

多くの写真を通して動物に

迫る絶滅の危機を知ること

で、身近な自然環境や動物

に目を向けるきっかけとな

る写真集です。

中央図書館 知の伝道師 リレー講座

エンデの「モモ」に学ぶ子どもの声を聴く方法

と　き 3/19㈯10:30～11:30

講　師 金田文子さん（東三河セーフティ

ネット代表理事）

日本一の生産地 豊橋の帆前掛けの歴史と技

と　き 3/19㈯14:00～15:00

講　師 ㈱間瀬織布工場

［共通事項］

定　員 20人（申込順）

申込み 2/1㈫から図書館ホームページ

で必要事項を入力

まちなか図書館 トークイベント 

郷土を掘り下げる!「鬼祭」

国の重要無形民俗文化財・鬼祭の歴

史や見どころを紹介します。

と　き 2/6㈰14:00

講　師 平石雅康さん（安久美神戸神

明社宮司）ほか

定　員 50人（申込順）

問合せ まちなか図書館

大清水図書館 

こどものこころとからだ 講演会

子どもへの、これからの性教育に

ついて学びます。

と　き 2/27㈰10:30～11:30

ところ 大清水まなび交流館「ミナ

クル」

講　師 宮本由記さん（産婦人科医）

定　員 20人（申込順）

申込み 2/4㈮から大清水図書館

『豊橋絶滅動物園 知って楽しむ

のんほいパーク写真集』
編著者:佐々木シュウジ、松本幸治

三恵社 2021.9

14



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

二川宿本陣のひなまつり

江戸時代のひな人形や、つるし飾り

を展示します。

と　き 3/13㈰まで

ひなあられプレゼント

と　き 2/19㈯10:00

ところ 二川宿本陣資料館

対　象 中学生以下

定　員 300人（先着順）

おひなさま出張展示

と　き ①2/19㈯～3/3㈭②3/13㈰まで

ところ ①まちなか図書館②美術博物館、視聴覚教育センター、二川地区市民館

［共通事項］

問合せ 二川宿本陣資料館

プレイバック! 絵画コレクション名品展

開館以来の収蔵を振り返り、江戸時代後期～現代までの絵画

を紹介します。

と　き 2/19㈯～3/27㈰ 

観覧料 一般・大学生400円、小学生～高校生200円

ギャラリートーク

学芸員が展覧会の見どころを解説します。

と　き 2/23㈷、3/6㈰14:00

駒屋のひなまつり 福よせ雛
びな

豊橋の一年間のイベントなどを、ひな人形で再現します。

と　き 3/27㈰まで

問合せ 駒屋

駒屋であそびん！ ミニ

貼り絵工作やさまざまなワーク

ショップなどを楽しめます。

と　き 2/20㈰10:00～15:00

問合せ 駒屋

二川宿ほほえみランチ 二川で生まれた奇跡のお米

「女神のほほえみ」を使ったランチを楽しめます。

と　き 2/25㈮11:30～12:30、13:00～14:00

定　員 各20人程度（先着順）

料　金 各770円　問合せ  駒屋

イタリアのかけら モザイクアート展

色石や大理石、ガラスなどのかけ

らで創作した作品を展示します。

と　き 2/19㈯～3/21㈷

ところ 駒屋

問合せ 駒屋

学芸員の作品紹介

この絵に描かれているのは、京都市北区にある寺・地蔵院のツ

バキです。濃淡さまざまな色の花をつけ、花びらが一枚一枚散

ることから五色八重散椿と呼ばれ、京都市の天然記念物に指

定されている名樹です。日本画家の平川敏夫（1924～2006）

は、色とりどりに咲くツバキの華やかさに加え、幹を朱色に染

めることで、樹木の宿す生命力を表現したのかもしれません。

ごしきやえちりつばき

平川敏夫「椿樹」 昭和45（1970）年

アトイレ
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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（2/23㈷を除く）、

2/24㈭

おと・かたち・うごき 

自然の恵みから木のおもちゃへ

さまざまな動きなどが楽しめる木のおもちゃで遊べます。

と　き 2/5㈯～2/20㈰9:30～17:00

手づくり市

ハンドメイド作家によるアクセサリーや衣

類などを購入できます。

と　き 2/26㈯、2/27㈰9:30～17:00 パティシエになろう!

ショートケーキを作ろう!

と き 3/19㈯13:30～15:30

講 師 マッターホーン

体

験

１

ゲームクリエーターになろう!

と き  3/26㈯、3/27㈰10:00～12:00、13:00～15:00

講 師  小嶋秀徳（フリーランスプログラマー）

体

験

２

体験

プログラム

各種プログラムなど詳細はホームページ参照　申

込み:2/16㈬10:00～2/28㈪17:00に、こども未来

館ホームページで必要事項を入力

星を見る会

月やオリオン座などの冬の星座を天体望遠鏡で観察します。

と　き 3/12㈯18:30～19:30（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 2/10㈭～2/17㈭に視聴覚教育センターホーム

ページで必要事項を入力

メンテナンスのためプラネタリウム投映を休止します

と　き 2/12㈯～2/25㈮

パワーストーンハンティング

たくさんの石の中から探し出し

た宝石でマグネットを作ります。

と　き 2/5㈯～2/26㈯の土・日

曜日、祝日11:10

定　員 各10人（先着順）

料　金 各100円
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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、3/22㈫

問合せ ☎21・2301　  9815

休館日 月曜日

申込み 2/1㈫～2/15㈫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㈪

2月

大垣
(ＦⅠ）

岸和田
(ＦⅠ）

豊橋(ＦⅡ)

奈良記念
（ＧⅢ）

岐阜
（ＦⅠ）

いわき平
（ＦⅠ）

ジャパンカップ

大宮
（ＦⅠ）

高知
(ＧⅢ）

施設整備競輪

伊東温泉
（ＦⅠ）
ナイター

川崎
（ＦⅠ）
ナイター

四日市
（ＦⅠ）

西日本カップ
ナイター

小倉
(ＦⅠ）

ナイター

豊橋
（ＦⅡ）
ナイター

大垣
(ＦⅠ）

取手
全日本選抜
（GⅠ）

静岡記念
(ＧⅢ）

広島
(ＦⅠ）

早朝前売 7:30   開門予定 10:00

春こいまつり

施設利用者の作品の展示などを楽し

めます。

と　き 3/19㈯～3/27㈰10:00～

15:00（最終日は12:00まで）

その他 抽選で30人にプレゼント（菓

子など）あり

春の親子で初めていっぱいキャンプ

と　き 3/19㈯13:00～3/20㈰

14:00※1泊2日

対　象 年中児～中学生と保護者

講　師 愛知キャンプカウンセラー

協会

定　員 9家族(抽選)

料　金 大人4,000円、子ども3,000円

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

でのパン作りなどを学べます。

と　き 3/27㈰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

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 3/16㈬13:30～14:30 

講　師 越替道子さん（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。完成作品は春こいまつりで展示

申込み 2/1㈫9:00から、さくらピア

競輪まめ知識 猛スピード! 

競輪選手の最高速度は？

　競輪選手は自転車でどのくらいの

スピードを出せると思いますか？ラ

ストスパート半周200mを、金子貴

志選手は10秒5で駆け抜け、その早

さはなんと時速70km!息をのむ猛ス

ピードのせめぎ合いを、ぜひ間近で

ご覧ください!
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