
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

4
月

おしゃべり with ROCK司書 

図書館員の1日、1週間、1か月

まちなか図書館司書から仕事のようすや舞台裏な

どの話が聞けます。

と　き 4/13㈬18:00～19:30

ところ まちなか図書館

定　員 10人（先着順）

問合せ まちなか図書館

日本人の心を惹
ひ

きつけて

やまない桜。一本桜や山

桜、夜桜など各地の桜の

さまざまな表情を、鮮やか

な写真で紹介します。見

ているだけで楽しい気持

ちになり、春の旅行気分を

味わえる一冊です。

司文庫展 

司文庫でみる焼き物の世界

陶磁器の歴史や製法を、司文庫

の美術書とパネルで学べます。

と　き 4/23㈯～6/19㈰

ところ 中央図書館

その他 美術博物館所蔵の司コレ

クションの陶器類を同時

展示

問合せ 中央図書館

赤ちゃん絵本ボランティア育成講座

赤ちゃんへの絵本の読み聞かせ方を学

びます。

と　き 5/26～7/7の木曜日（全5回。

6/23、6/30を除く）10:00～

11:30

ところ 中央図書館

定　員 30人（抽選）

申込み 4/19㈫～5/8㈰に中央図書館 

※図書館ホームページからも申

し込み可

古文書に親しむ講座（入門編）

と　き 5/14㈯、5/28㈯（全2回）

 10:00～11:30

ところ 中央図書館

対　象 古文書を初めて学ぶ方

講　師 藤井奈都子さん（愛知大学

非常勤講師）

定　員 20人（抽選）

申込み 4/26㈫～5/6㈮に中央図

書館※図書館ホームページ

からも申し込み可

『桜旅 さくらたび』
著者:谷角 靖
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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

二川宿本陣資料館 五月人形展 端午の節句

江戸時代から現代までの五月人形

や鯉のぼりなどを鑑賞できます。

と　き 4/16㈯～5/22㈰

琴のしらべ

と　き 5/5㈷10:30

出　演 寺村里依社中

定　員 30人（申込順）

料　金 無料（入館料必要）

申込み  4/3㈰10:00から電話で二川

宿本陣資料館

［共通事項］

問合せ 二川宿本陣資料館

コレクション展示 あの作品に逢
あ

いたい

ボランティアガイドが選んだ絵画作品約20点を鑑賞できます。

と　き 4/2㈯～5/31㈫

春の特別公開 重要文化財 馬越長火塚古墳出土品

金で飾られた馬具や勾
まがたま

玉、須恵器など約100点を見学できます。

と　き 4/26㈫～5/8㈰

問合せ 文化財センター（☎56・6060）

豊橋美術展

東三河の美術作家による作品約350点を鑑賞

できます。

と　き ［写真・書道］4/26㈫～5/1㈰［絵画・

彫刻・デザイン］5/3㈷～5/8㈰※各最

終日は16:00まで

和創作 季節の布遊び ちりめんで作るカワイイ大将

端午の節句にちなんだ大将と、こいのぼりを作ります。

と　き 4/20㈬　ところ  駒屋　定員  10人（申込順）

料　金 3,500円　申込み  4/7㈭10:00から電話で駒屋

二川本陣資料館 鎧
よろいかぶと

兜を着てみよう

鎧兜を着て、館内で写真を撮影できます。

と　き 4/30㈯、5/1㈰、5/3㈷、5/4㈷、 

5/7㈯、5/8㈰9:30、10:30、

11:30、13:00、14:00、15:00、16:00

対　象 身長140cm以下の3歳児～小学生

定　員 各1組（抽選。1組4人まで。同居

の家族に限る）

料　金 無料（入館料必要）

申込み 4/10㈰10:00から電話で二川宿本陣資料館

鈴木愛 デザイン教室 駒屋教室 

初めてのデザイン書道

と　き 4/12～6/28の火曜日（全10回。4/26㈫、5/3㈷

を除く）10:00～11:30

定　員 20人（申込順）　料金  22,000円

持ち物 書道用具一式　申込み  4/10㈰までに電話で駒屋

土人形絵付け体験

土人形に自由に色を塗り、招き猫を作ります。

と　き 4/29㈷9:30、10:30、13:00、14:00

ところ 二川宿本陣資料館

対　象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）

定　員 各5人

料　金 各500円（展示見学の場合は別途、入館料必要）

申込み 4/9㈯10:00から電話で二川宿本陣資料館

中村正義「斜陽」 昭和21（1946）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

春の芝生広場であそぼう! 

ここにこしゃぼん玉あそび

しゃぼん玉やフラフープ、ストリートピアノ

などで遊べます。

と　き 4/10㈰10:00～15:00（雨天中止）

その他 しゃぼん玉あそびのみ先着100人

やっぱり!うんちパラダイス

腸活や便育などをイベントやパ

ネル展示を通して学びます。

と　き 4/23㈯～5/8㈰9:30～

17:00

その他 5/3㈷～5/5㈷、5/8㈰

は先着50人にプレゼント

（粘土）あり

おなか元気教室

と　き 4/30㈯10:00、11:00　講師  東三河ヤクルト販売㈱

定　員 各20人程度（申込順）　申込み  4/1㈮から電話でこども未来館

トイレットペーパー長さ当てゲーム

と　き 5/3㈷～5/5㈷10:00～12:00、13:00～14:00

対　象 中学生以下　定員  各100人（先着順）

その他 賞品（菓子）あり

パンとお菓子をつくろう

塩パンとスコーンを作ろう!

と き 5/15㈰10:00～12:00

講 師 HAPPY BREAD

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:4/1㈮10:00～ 

4/15㈮17:00に、こども未来館

ホームページで必要事項を入力

トコ積木でビー玉仕掛け装置

からくり装置作りを通して、 

物理の基礎を学びます。

と　き 4/29㈷10:00～

11:00

対　象 小学生以上

講　師 西塔隆さん（トコ

積木）

定　員 10人（申込順）

申込み 随時、視聴覚教育センターホームページで必

要事項を入力

おもしろサイエンスの日

と　き 4/24㈰

やじろべえやコマを使った実験ショー

時　間 11:10～11:35

紙を使った科学工作

時　間 13:00～14:40

ミニワークショップ ゴムの力で飛ぶ飛行機

紙や輪ゴムなどを使って飛行機を作り、翼で飛ぶ仕組みを学

びます。

と　き 4/2～4/23の土・日曜日11:10

定　員 各10人（先着順）　料金  各400円

初めてのロボプログラミング

ライントレースカー講座

黒い線をたどって進む車のロボットを作って動かします。

倒立振子講座

倒れないようにバランスを取るロボットを作って動かします。

［共通事項］

と　き 5/21、6/11、6/25、7/9、8/6、8/20の土曜日（全6回） 

13:30～15:00

対　象 どなたでも（小学2年生以下は保護者同伴）

定　員 10人（抽選）

料　金 4,000円

持ち物 ノートパソコン（Windows10）

その他 同時受講不可

申込み 4/17㈰までに視聴覚教育セン

ターホームページで必要事項を

入力
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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　申込み　4/1㈮9:00から、さくらピア

その他　手話通訳・要約筆記などあり

問合せ ☎21・2301　  9815　休館日  月曜日

申込み 4/1㈮～4/15㈮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㈯

4月

大垣
(ＦⅠ)

西日本カップ

京都向日町
(ＦⅠ)

川崎記念
（ＧⅢ）

岸和田
(ＦⅠ)

防府
(ＦⅠ)

岐阜
(ＦⅠ)

平塚記念
（ＧⅢ）

武雄記念
（ＧⅢ）

豊橋
(ＦⅠ)

ジャパンカップ

青森
（ＧⅢ）

施設整備競輪

小松島
(ＦⅠ)

防府(ＦⅠ)

宇都宮
（ＦⅠ）
ナイター

青森
(ＦⅠ)

ナイター

久留米
(ＦⅠ)

ナイター

四日市
(ＦⅠ)

ナイター

伊東温泉
(ＦⅠ)

ナイター

早朝前売 7:30   開門予定 10:00

さくらカフェ 緑のカーテンを作ろう

ゴーヤの育て方や手入れの仕方を学び

ます。

と　き 5/17㈫13:30～14:30

講　師 大久保昌良さん（㈲末広種苗）

定　員 20人（申込順）

料　金 300円

集まれ!BLUEWALK! 

ビーチクリーン体験会

表浜海岸の自然に触れながら海岸

清掃を体験します。

と　き 5/14㈯13:00～16:00

ところ 野外教育センター

対　象 大学生

講　師 BLUEWALK

定　員 30人（申込順）

春のネイチャーゲーム体験会

春の自然を体感できるゲームや

カートンドッグ作りを楽しめます。

と　き 5/7㈯9:30～15:00

ところ 少年自然の家

対　象 年中児～中学生と保護者

講　師 とよはしネイチャーゲームの会

定　員 10家族（抽選）

料　金 1人500円

クラフト教室

と　き 5/8、6/12、7/10、12/11、来年

1/8、2/12の日曜日（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 水野香代子さん（クラフトアドバ

イザー）

定　員 20人（申込順）

料　金 100円

バンク（競走路）ウォーキング体験

普段は入れない競輪場のバンクで

ウォーキングを楽しめます。

と　き 4/10㈰9:30～15:00

その他 豊橋駅から競輪場まで歩く

ウォーキングイベントも同日

開催。集合時間など詳細は競

輪場ホームページ参照
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