
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（中央・向山・まちなか図書館は3/21㈷は開館）、
第4金曜日、3/22㈫（中央・向山図書館のみ）

スタッフの
おすすめ本

3
月

図書館こどもフェスタ

館長のおはなし会

と　き 3/26㈯10:00　ところ  中央図書館
しかけ絵本展

と　き 3/26㈯～4/24㈰　ところ  中央図書館
わくわくスタンプラリー

公共施設や書店などに設置したスタンプを集めます。
と　き 3/26㈯～4/24㈰
ところ 中央・向山・大清水・まちなか図書館、こど

も未来館「ここにこ」、豊橋創造大学附属図
書館、精文館書店豊橋本店、豊川堂本店

その他 集めたスタンプの数に応じてプレゼント
（オリジナル巾着袋など）あり

［共通事項］

問合せ 中央図書館

チューリップや入学シー
ズンにぴったりのランドセ
ル、セーラー服など、子ど
もから大人まで楽しめる
折り紙のアイデアが満載
の一冊です。小さな折り
紙から、春を感じてみませ
んか？

まちなか図書館 

よろずビジネスセミナー

ビジネスでSNSを活用し集客する方法を、実践形
式で学びます。
と　き 3/4㈮13:30
講　師 立松直文さん（よろず支援拠点 豊橋サテラ

イト コーディネーター）
定　員 10人（申込順）
申込み 図書館ホームページで必要事項を入力
問合せ まちなか図書館

各市民館・青少年センターの 

図書室をご利用ください

図書館の貸出券を利用して図書を借りることができる公共施
設「ネットワーク館（石巻・青陵・南部・二川・北部・牟呂地区市民
館、アイプラザ豊橋、こども未来館）」以外の各市民館や、青少
年センターの図書室でも図書の貸し出しを行っています。随
時、新刊図書を追加しているほか、毎月100～200冊の図書を
入れ替えています。また、中央・向山・大清水・まちなか図書館か
ら本の取り寄せもできます。お近くの各施設の図書室をぜひ、
ご利用ください。
問合せ 向山図書館
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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（3/21㈷は開館）、3/22㈫

問合せ　☎51・2882
休館日　月曜日（3/21㈷は開館）、3/22㈫

駒屋横丁

鷹
たかじょう

匠による鷹のフリーフライト

大空に舞う鷹の姿を間近で見られます。
と　き 3/20㈰10:00～15:00（雨天順

延3/21㈷）
問合せ 駒屋

びはく講座

学芸員の活動や研究内容を紹介します。
美術とデザイン

と　き 3/12㈯14:00
講　師 当館学芸員
申込み 3/3㈭から美術博物館ホームページで必要事項を入力
こども造形パラダイスとは

と　き 3/19㈯14:00
講　師 当館職員
申込み 3/4㈮から美術博物館ホームページで必要事項を入力

［共通事項］

定　員 各24人（申込順）

イタリアのかけら モザイクアート展

ぎゃらりートーク＆時々フルート演奏

と　き 3/5㈯11:00～11:30、14:00～
14:30

出　演 橋本エレナ（モザイクアート作家）
定　員 各20人（先着順）
問合せ 駒屋

駒屋 和心おもてなし 

着付けと煎茶体験

と　き 3/26㈯、4/2㈯13:00～16:00 
定　員 各10人（申込順）
料　金 各1,000円 
その他 着物の貸し出しあり（予約制。別途、料金必要）
申込み 3/20㈰10:00から電話で駒屋

二川宿本陣資料館 

インスタグラムやってます！

展覧会やイベントの情報、お知らせなどを
配信しています。ぜひご覧ください。
問合せ 二川宿本陣資料館

アカウント名
futagawa_honjin

学芸員の作品紹介

松林桂月（1876～1963年）は、渡辺崋山の孫弟

子に学んだ日本画家です。実を多くつけるブドウ

は豊作や多幸を、リスは多産のネズミに似てい

ることから子孫繁栄を意味し、ブドウとリスの組

み合わせは縁起のよい図案とされています。こ

の作品は横幅が4m以上ある大きな屏風です。

かわいいリスがどこに描かれているのか、ぜひ探

してみてください。

松林桂月「葡
ぶ ど う

萄栗
り す

鼠」 昭和11（1936）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（3/21㈷は開館）、3/22㈫

問合せ　☎21・5525
休館日　  水曜日

おはなしおばさんのゆかいな世界展 

おはなしの森へようこそ

木やフェルトなどで手作りした作品を展示
します。
と　き 3/19㈯～4/3㈰9:30～17:00（最

終日は15:00まで）
おはなしおばさんのたのしいおはなし会

と　き 4/3㈰14:00～15:00

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
プラネタリウム ハクション
大魔王2020 宇宙旅行に出
発!の話

13:00 10000光年双眼鏡

14:30
うんこドリル ザ・プラネタリ
ウム たいようけいをぐるー
りたんけん

15:30
星空解説

（第2・4土曜日は生解説）

新学期準備だよ!ミニマムマーケット

入園・入学などに活用できる服や、雑貨などを購入できます。
と　き 3/6㈰10:00～15:00

みんなあつまれ! 

わくわくあそびマルシェ

動物陶器の塗り絵やフォトスタンド作りなどを楽
しめます。
と　き 3/12㈯10:00～16:00
料　金 200円～
その他 ここにこ銀行お仕事体験で貯めた、ここ

にこ通貨の使用可

あかいろマルシェ

赤い果物・野菜を使用した商品や、赤い花の苗などを購入できます。
と　き 3/19㈯、3/20㈰10:00～16:00

期間限定公開!プラネタリウム新番組 

ハローキティ トゥインクル☆ムーンライト

サンリオキャラクターたちが星空を旅するようす
を描きます。
と　き 3/24㈭～3/31㈭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

ⓒ 2022 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL NO. L628728
ⓒ EXPLORERS JAPAN, Ltd

実験ショー 2足ロボットはどうしてスタイルがよくなった？

コマなどを使った実験を通し、人やロボットの重心を学びます。
と　き 3月の土・日曜日（3/20㈰、3/26㈯、3/27㈰を除く）、祝日13:40

ミニワークショップ 虹色万華鏡

七色に輝く万華鏡を作り、虹の仕組みを学びます。
と　き 3/5㈯～3/21㈷の土・日曜日、祝日、3/24㈭～3/26㈯、3/29㈫～

3/31㈭11:10
定　員 各10人（先着順）　料金  各100円

プラネタリウム番組

と　き 3/1㈫～3/31㈭
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
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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㈫　申込み　3/1㈫9:00から、さくらピア
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

問合せ ☎21・2301　  9815　休館日  月曜日
申込み 3/1㈫～3/15㈫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㈭

3月

岐阜
（ＦⅠ）

豊橋
(ＦⅠ)

大垣記念
（ＧⅢ）

久留米
（ＦⅠ）京都

向日町
（ＦⅠ）

平塚
（ＦⅠ）

ジャパンカップ

岸和田
（ＦⅠ）

取手
（ＦⅠ）

玉野記念
（ＧⅢ）

伊東温泉
（ＦⅠ）
ナイター

西武園
（ＦⅠ）

ナイター

四日市
（ＦⅠ）

ナイター

いわき平
（ＦⅡ）

ナイター

松山
（ＦⅠ）

ナイター

松山
（ＦⅠ）

ナイター

川崎（ＦⅠ）高知（ＧⅢ）

宇都宮
ウィナーズ

カップ
（ＧⅡ）

名古屋記念
（ＧⅢ）

豊橋(ＦⅡ)
モーニング

早朝前売 7:30   開門予定 10:00

卓球教室

と　き 4/10、4/24、5/8、5/15、
6/5、6/19の日曜日（全6回）
13:00～15:00

講　師 伊藤幹夫さん（豊橋卓球協会）
定　員 20人（申込順）
料　金 500円
その他 手話通訳・要約筆記などあり

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

海を望む絶景を駆け抜けます。
と　き 4/16㈯10:00～12:00
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）
その他 マウンテンバイクの貸し出し

や、保護者向けe-bike試乗体験あり

春のくろしおファミリーキャンプデー 食材を持ち込んでBBQ

初心者向けのキャンプ体験を楽しめ
ます。
と　き 4/30㈯10:00～15:00　　
対　象 年中児～中学生と保護者
定　員 10家族（抽選）　
料　金 500円

機能訓練事業

理学療法士による運動指導

障害にあわせたリハビリや歩き方な
どを学びます。
と　き 4月～来年3月の第1土曜日

13:30～17:00
動作法による訓練

体の動かし方やほぐし方などを学び
ます。
と　き 4月～来年3月の第4土曜日9:30～11:30 

［共通事項］　定員  各10人程度（申込順）

競輪まめ知識 選手になるには？

　競輪選手になるには、静岡県にあ
る日本競輪選手養成所で1年間訓練
を受けた上で、国家試験の「競輪選
手資格検定」に合格する必要があり
ます。養成所の試験には自転車競技
を未経験でも受験できる適性試験も
あり、さまざまなスポーツの競技者
に対して門戸が開かれています。
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