
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

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。

スタッフの
おすすめ本

5
月

おはなしのへや

ボランティアによる絵本などの読み聞かせを楽し

めます。

対 象 小学生以下と保護者

その他 中央・大清水・まちなか図書館でも開催。

日程など詳細は図書館ホームページ参照

問合せ 中央図書館

豊橋でも栽培されている

爽やかな香りのフレッシュ

ハーブを使い、少ない手

順で手軽に調理できる

ハーブ料理のレシピを、イ

ラストを使ってわかりやす

く紹介する一冊です。

『フランス仕込みの
魔女のレシピ』
著者:ここっとさん

KADOKAWA 2021.3

とき（各30分） ところ

5/14㈯10:30 二川地区市民館

5/14㈯11:00
豊岡地区市民館、前芝校区市

民館

5/20㈮11:00 南陽地区市民館

5/21㈯15:00 市民文化会館

昭和から平成 まちなか映画館 あの日あの時

1950年代から豊橋に存在した、まちなか映画館の歴

史を振り返ります。

と　き 5/8㈰14:00

講　師 佐々木順一郎さん（とよはしまちなかスロー

タウン映画祭実行委員会顧問）

その他 講座内容など詳細は図書館ホームページ参照

関連展示

東三河地域で営業していた映画館の資料を観覧で

きます。

と　き 5/22㈰まで（最終日は12:00まで）

［共通事項］

ところ まちなか図書館　問合せ  まちなか図書館

図書館からの挑戦状！

児童書や愛知県を題材に

したクロスワードパズル

を楽しめます。

と き 5/1㈰～6/21㈫

ところ 中央図書館

対 象 高校生以下

問合せ 中央図書館

図書館開館110周年記念 

図書館で名画鑑賞

司文庫の書籍に掲載された世界的

な名画を鑑賞できます。

と き 5/3㈷～5/26㈭

画家と絵画とその価値の話

と き 5/14㈯13:30～15:00

定 員 20人（申込順）

申込み 5/12㈭までに図書館ホーム

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

12



問合せ　☎51・2882　休館日　月曜日（5/2㈪は開館）

問合せ　  二川宿本陣資料館 ☎41・8580、

駒屋 ☎41・6065

休館日　  月曜日（5/2㈪は開館）

ほんじん講座 

「天保の飢饉と二川宿」と「歴史書にみる徳川氏の出自」

と き 5/21㈯13:30～15:30

ところ 二川宿本陣資料館

講 師 当館学芸員ほか

定 員 15人（申込順）

料 金 100円（展示見学の場合は、別途

入館料必要）　

申込み 5/5㈷10:00から電話で二川宿

本陣資料館

和創作 季節の布遊び 

ちりめん細工 カエルの合唱

合唱するカエルとあじさいをあしらったリースを作り

ます。

と き 5/18㈬13：00～

 16：00

ところ 駒屋

定 員 10人（申込順）

料　金 3,000円

申込み 5/5㈷10:00から

 電話で駒屋

本陣古文書講座（初級コース）

江戸時代の古文書を基礎から学びます。

と き 5/14、5/28、6/11、6/25、7/9の土曜日（全5回）

13:30～15:00　

ところ 二川宿本陣資料館

講 師 当館学芸員　定員  15人（申込順）

料　金 400円（展示見学の場合は、別途入館料必要）

申込み 5/4㈷10:00から電話で二川宿本陣資料館

naomariaの着物古布を使ったアート展 Core 

着物素材とビーズを使ったオブジェ

や作品を鑑賞できます。

と き 5/22㈰まで

ところ 駒屋

問合せ 駒屋

和菓子作り体験講座 フルーツ大福

と き 5/20㈮13:30～16:00

ところ 駒屋

定 員 12人（申込順）　料金  1,000円

申込み 5/6㈮10:00から電話で駒屋

伊東隆雄「冬の日」 昭和30（1955）年

リニューアル工事のため美術博物館を長期休館します

と き 6/1㈬～令和5年9月末

その他 併設するレストランは通常どおり営業。美術博物館駐車場を一部閉鎖

小企画展 

豊橋ハリストス正教会

宗教画や関連資料など15点を観覧できます。

と き 5/31㈫まで

びはく講座 山下りんの生涯と画業

正教会所蔵の宗教画などを通して、画家

の画業を知ります。

と き 5/22㈰14:00～15:30

講　師 当館学芸員

定　員 24人（申込順）

料　金 100円

申込み 5/6㈮から電

話で美術博物

館※美術博物

館ホームペー

ジからも申し

込み可

コレクション展示 

わが街・豊橋

豊橋の風景を描いた絵画13点

を観覧できます。

と き 5/31㈫まで

学芸員の作品紹介

城海津の跨線橋を描いた作品です。西日が差しこむ時間、一日の仕

事を終えた人たちが駅へと急ぎます。青みがかった色調であらわさ

れた画面は、強くて冷たい風の吹く豊橋の冬の日を想起させます。

山下りん「主之昇天」
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問合せ　☎21・5525

休館日　  水曜日（5/4㈷は開館）、5/6㈮

体

験

１

つくってあそぼう工作の日

空気砲や糸電話などの

科学キットを選んで工作

します。

と　き 5/3㈷～5/5㈷、

5/15㈰13:00～

15:00（随時、参

加可）

料 金 100～2,400円

まちなかで星を見よう

月や春の星座を天体望遠鏡で観察します。

と　き 5/7㈯19:30～20:30（随時、参加可）

ところ 豊橋駅東口ペデストリアンデッキ

その他 中止の場合は当日 

16:00までに視聴

覚教育センター

ホームページに

掲載

母の日イベント 

ここにこ感謝の日

ダンスパフォーマンスや

花のクラフト体験などを

楽しめます。

と き 5/8㈰10:00～

15:00

ようこそ豊橋へ 転入者親子講座

と き 6/27㈪10:30～11:30　対象  本市に転入してきた、または転入予定の3歳児以下と保護者

講 師 当館保健師　定員  20組（抽選）　申込期限  5/31㈫

ここにこ劇場 おやこで楽しむ太鼓のひろば「トンとドン」

と き 6/3㈮10:30～11:45　対象  年少児以下と保護者　定員  30組（抽選）

出 演 太鼓と芝居のたまっこ座　申込期限  5/15㈰

前代未聞!? 当日完成していない展示会 

SHOW書展

展示中の未完成作品に来館者の名前を書き込んで

完成させます。

と き 5/14㈯～5/29㈰9:30～17:00

子育て講座

体験プログラム

申込み：各申込期限までに、こども未来館ホームページで必要事項を入力

その他：各種プログラムなど詳細はこども未来館ホームページ参照

申込み：各申込期限までに、こども未来館ホームページで必要事項を入力

問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　休館日　月曜日

体

験

２

実験ショー 夕日はどうして赤いの？

プリズムなどを使い、虹

や光の色の仕組みを学び

ます。

と き 5/1㈰～6/25㈯の

土・日曜日（5/3㈷ 

～5/5㈷、5/15㈰、

5/22㈰、6/19㈰

を除く）13:40

ミニワークショップ われないシャボン玉

洗剤に何を入れたらシャボン玉が割れにくくなるか実験し

ます。

と き 5/1㈰～5/29㈰の土・日曜日、祝日（5/22㈰を除く）

11:10

定 員 各10人（先着順）

料 金 各200円

SOZOこどもクッキング

たまごボーロとチヂミ

と　き  6/4㈯10:00～12:30

講　師  豊橋創造大学短期大学部

申込期限  5/1㈰～5/15㈰

大工さんになろう!

間伐材でなんでも棚を作ろう

と　き  6/19㈰13:30～15:30

講　師  ㈱イトコー

申込期限  5/16㈪～5/31㈫
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問合せ　☎61・3136

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㈫

5月

伊東温泉
（ＦⅠ）

ナイター
四日市
（ＦⅠ）

ナイター

岸和田
（ＦⅠ）

高知
（ＦⅠ）

岐阜
（ＦⅠ）

大宮
(ＦⅠ)

大垣
（ＦⅠ）

青森
（ＦⅠ）

ナイター
京王閣
（ＦⅠ）

ナイター

和歌山
（ＦⅠ）

平塚
（ＦⅠ）

ナイター

武雄
（ＦⅠ）

ナイター

川崎
（ＦⅠ）

ナイター

函館記念
（ＧⅢ）
ナイター

青森記念（ＧⅢ） 防府
（ＦⅠ）

松阪
（ＦⅠ）

西武園
（ＦⅠ） 

佐世保（ＦⅡ）
全日本プロ選手権自転車

競技大会記念競輪

和歌山
（ＦⅠ）

宇都宮記念
（ＧⅢ）

いわき平
日本選手権

（ＧⅠ）

初心者向けアウトドア炊飯講座

野菜の旨みが凝縮された無水カレー

を作ります。

と き 6/5㈰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

少年自然の家をご利用ください

野外炊飯や宿泊体験などの野外

活動を通して社会性を養います。

と き 随時（月曜日、12/29㈭～

来年1/3㈫を除く）

対 象 10人以上の団体

その他 料金など詳細はホーム

ページ参照

申込み 利用希望日の1か月前までに電話で少年自然の家

さくらカフェ

VRで体感 ！ 感染症のうつり方

バーチャルリアリティーを使って感染経

路や予防法を学びます。

と き 6/14㈫10:00～11:00 

講 師 感染症対策室職員

定 員 20人（申込順）

豊橋レース開催情報 

モーニング7（ＦⅡ開催）

モーニング7は、朝に開催する初心者向

けのレースです。出走選手が通常レー

スの9人より少ない7人で、初心者でも

予想しやすいのが特徴です。入門にぴっ

たりのレースに、ぜひお越しください！

モーニング7

と き 5/7㈯～5/9㈪、5/24㈫～

5/26㈭8:30～11:30（開門

は10：00から） 折り紙教室

季節にちなんだ折り紙の作品を作ります。

と き 6/7、7/5、8/2、9/6、10/4、11/1の火曜日 (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 高柳千博さん（折り紙クラブ 花

菖蒲 主宰）

定 員 8人（申込順）

料 金 500円

問合せ　☎53・3153　  53・3200　  32402

休館日　月曜日、祝日　その他　手話通訳・要約筆記などあり

申込み　5/6㈮9:00から、さくらピア

問合せ　☎21・2301　 　9815　休館日　月曜日

申込み　5/1㈰～5/15㈰に電話で少年自然の家

早朝前売 7:30   開門予定 10:00
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