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情報あれこれ　情報ひろば

【自場開催】　開門予定／午前8時15分
第7回 26日㈪～28日㈬
※モーニング競輪開催

1R発走予定時刻　午前9時00分
【場外発売】　開門予定／午前10時00分

大垣記念（ＧⅢ） 1日㈭～4日㈰
名古屋競輪（ＦⅠ） 5日㈪～7日㈬
取手記念（ＧⅢ） 9日㈮～12日㈪
松阪記念（ＧⅢ） 17日㈯～20日㈫
一宮競輪（ＦⅠ） 21日㈬～23日㈷

※23日は全レース併売

平塚競輪（ＦⅠ） 23日㈷～25日㈰
※23日は全レース併売

小松島競輪（ＦⅠ） 26日㈪※全レース併売

千葉競輪（ＦⅠ） 27日㈫～28日㈬
※2日間とも全レース併売

小倉競輪　競輪祭（ＧⅠ） 
29日㈭～12月2日㈰

11 月

【早朝前売】午前 7 時 00 分から
【お知らせ】インターネットライブ中継
（http://www.keirin.toyohashi.aichi.jp/）

　今年のテーマは「音」ですが、11月の「音」がなかなか見
つかりません。そこで、「音」から「音楽」を、「11月」からは

「ノヴェンバー」を連想してみたところ、ある名曲に辿り着きました。それは 
「ノヴェンバー・ステップス」、日本を代表する作曲家武満徹さんの作品です。

　今から遡
さかのぼ

ること45 年前の 11月、ニューヨーク・フィルハーモニックの 125 周年
記念作品の一つとして、小澤征爾さんの指揮で初演されました。新進気鋭の指
揮者として活躍中の小澤さんと、オーケストラの誕生月を冠

かん

した日本人作曲家の
手による現代音楽の組み合わせは、大きな反響と感動を呼びました。
　この曲は、西洋音楽の中枢をなすオーケストラに邦楽器の琵

び わ

琶と尺
しゃくはち

八が独特
な音色と旋

せんりつ

律で呼応し、オーケストラはむしろ背後に控えるような形で、「動」と
「静」の絶妙なバランスと日本的な「間」、そして「音の跳躍」が音楽を支配する、

私たちの魂
たましい

を揺さぶる曲です。特に琵琶と尺八という組み合わせは邦楽の世界
でもとても珍しいもので、琵琶の鶴田錦史さんと尺八の横山勝也さんのコンビ
は終世変わらぬ名コンビでした。
　武満徹さんは映画や大河ドラマの音楽でも良く知られた作曲家です。クラシッ
クの現代音楽なので、聴くのに少しだけ勇気のいる曲ですが、日本の心が「音」
をとおして世界に届いたと感じられるすばらしい音楽だと思います。ノヴェンバー 
の 11月に、ぜひ一度聴いていただきたい曲です。

ノヴェンバー・ステップス

※市長のメッセージは「テレホンガイドとよはし」で聴くことができます。毎月7日頃更新
　☎ 55・0001コード778「市長の豊橋発見」・777「今月を振り返って。来月の予定」

佐原市長の 豊橋　発見！

市政情報番組を放送しています
エフエム豊橋（84.3MHz）
●広報エフエムとよはし（15 分間）
月～金曜日　7時45分、12時30分、17時44分

●ウィークエンドとよはし（5 分間）
土曜日　9時50分

●もっと豊橋ずっと豊橋（1 分間）
月～金曜日　  8時10分、14時5分、18時15分

土・日曜日　  13時30分、ほか2回

CBCラジオ（1053・1485kHz）
●ほの国とよはしほっと情報（5 分間）
日曜日　8時20分

ティーズ（CATV）地デジ12ch
●とよはしNOW（10 分間）
毎日　7時10分、12時10分、15時10分、

18時10分、22時10分、24時10分

	家具等再生品
展示・販売会

展示期間：11月18日㈰～23日㈷午前9

時～午後5時※18日・23日のみ小型・

中型家具の即売あり　ところ：市役所市

民ホール・ギャラリー（東館 1 階）　内
容：再生品の家具を最も高い金額で申

し込んだ方に販売します　その他：家

具の運搬は、後日、当選者本人でお

願いします。詳細は決まり次第、ホー

ム ペ ージ（http://www.city.toyohashi.

aichi.jp/bu_kankyo/gyoumu/rycicle.

html）などでお知らせします　申し込
み：展示期間内に市役所市民ホール内

家具等再生品展示・販売会受付※申込

書は家具等再生品展示・販売会受付

で配布　問
合 先：業 務

課（ ☎ 61・

4136）

	11月17日㈯は「証明発行土曜窓口」
を休業します

市では平日に市役所へ証明書を取りに

来られない方のために、「証明発行土曜

窓口」として、土曜日の午前中（午前 9

時～午後 0 時 30 分）に住民票の写しな

どを発行していますが、11月17日㈯は

全庁舎停電に伴い、窓口を休業します。

問合先：市民課（☎51・2272）

	愛知県労働委員会からの
お知らせ

労働委員会では労働者個人と使用者と

の間の解雇や労働条件などをめぐるト

ラブルについて、経験豊かなあっせん

員が、中立・公平な立場で話し合いに

よる解決のお手伝いをします。手続き

など詳細はお問い合わせください。

問合先：愛知県労働委員会事務局総務

調整課（☎052・954・6833）

再生品家具（イメージ）

10月15日号の記事に
変更がありました
15 ページの「バレーボールＶ・プ
レミアリーグ女子豊橋大会」のうち、
11月24日㈯の第 1 試合と第 2 試合
が入れ替わり、第 1 試合がトヨタ車
体クインシーズVSデンソーエアリー
ビーズ、第 2 試合が東レアローズ
VS　JT マーヴェラスとなりました。
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内科・小児科
休日…午前9時～午後5時（30分前に受付終了）
夜間【毎日】…午後 8 時～翌朝午前 7 時（　〃　）
※休日の午後 5 時～ 8 時は休診

豊橋市休日夜間急病診療所
中野町字中原 100「ほいっぷ」内 ☎ 48・1110

歯科 休日…午前10 時～午後5時
平日…午後8 時～11時

休日夜間歯科診療所
中野町字中原 100「ほいっぷ」内 ☎ 39・9177

愛知県小児救急電話相談 ☎＃ 8000 番（通じない方は☎ 052・962・9900）　毎日の夜間（午後 7 時～ 11 時）
育児もしもしキャッチ　時間外電話相談☎0562・43・0555（あいち小児保健医療総合センター）　外来休診日を除く火～土曜日（午後5時～9時）

月 の緊急医 ●精神科についての緊急問合先／24時間受付　精神科救急医療情報センター（☎052・681・9900）

各医療機関に問い合わせの上、診療時間内に受診してください
その他医療機関・診療科などについての問合先　救急医療情報センター（☎63・1133）

平成 24 年 7 月1日㈰から休日夜間急病診療所の診療時間を変更し、「休日（昼間）」は午後 5 時までとなりました。
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外科
金曜日…午後8時～10時　土曜日…午後7時～10時　休日昼間…午前9時～午後7時　休日夜間…午後7時～10時
月～木曜日…午後8時～10時は豊橋医療センター（☎62・0301）、成田記念病院（☎31・2167）、豊橋市民病院（☎33・6111）
上記時間帯以外は豊橋市民病院（☎ 33・6111）

この表は医師会の都合で変わることがあります。

産婦人科 平日…午後8 時～午前0 時　休日…午前8 時～午前0 時※午前0 時～午前8 時は豊橋市民病院（☎33・6111）

耳鼻咽喉科 午前9 時～午後8 時※左記時間帯以外は豊橋市民病院（☎ 33・6111）

眼科 午前9 時～午後7時※左記時間帯以外は豊橋市民病院（☎33・6111）

柔道整復師 午前8 時～翌朝午前8 時

鍼灸マッサージ師 午前 9 時～午後 6 時
4日㈰ 内藤（大岩町） ☎ 41・0202

11日㈰ 白井（向山町） ☎ 62・5766
18日㈰ 海野（松葉町 1） ☎ 52・3294
25日㈰ 小川（東小鷹野 3） ☎ 61・7399

2日㈮ 江﨑病院（新川町） ☎ 55・2525

3日㈷
昼 鷹丘クリニック（南牛川 1） ☎ 65・1112
夜 成田記念病院（羽根井本町） ☎ 31・2167

4日㈰
昼 大島整形外科クリニック（東田町字井原） ☎ 62・5511
夜 大岩クリニック（向草間町） ☎ 45・1013

9日㈮ きくち整形外科眼科クリニック（高師本郷町）☎ 38・1010
10日㈯ みんなのクリニック（瓦町通 2） ☎ 61・8101

11日㈰
昼 たつおクリニック（高師本郷町） ☎ 46・4970
夜 きよし整形外科（花田二番町） ☎ 33・8688

16日㈮ 野崎クリニック（南栄町） ☎ 47・3308

17日㈯ 塩之谷整形外科（植田町） ☎ 25・2115

18日㈰
昼

東岩田いとうクリニック（東岩田 1） ☎ 69・3500
夜

23日㈷
昼 なかにしメディカルクリニック（老津町）☎ 23・1141
夜 弥生病院（弥生町） ☎ 48・2211

24日㈯ 富士見台クリニック（富士見台 4） ☎ 39・4025

25日㈰
昼 中島脳神経外科（下五井町） ☎ 54・6261
夜 タキカワ整形外科クリニック（八町通5）☎ 55・5111

30日㈮ きよし整形外科（花田二番町） ☎ 33・8688

3日㈷ もりた耳鼻咽喉科（東脇 1） ☎ 34・2001
4日㈰ ながた耳鼻咽喉科（山田一番町） ☎ 38・8877

11日㈰ 吉見耳鼻咽喉科（野依台 1） ☎ 25・7688

3日㈷ おおいし眼科（宮下町） ☎ 64・0081
4日㈰ 豊橋南藤井眼科クリニック（植田町） ☎ 25・7111

11日㈰ 冨安眼科（東田町） ☎ 64・1558

3日㈷ いとう接骨院（三ノ輪町 5） ☎ 63・8080
4日㈰ 夏目接骨院（西幸町） ☎ 48・6597

11日㈰ 源田接骨院（小向町） ☎ 32・0126

18日㈰ 西村耳鼻咽喉科医院（上伝馬町） ☎ 55・5165
23日㈷ 井澤医院（東新町） ☎ 55・8936
25日㈰ 芳賀耳鼻咽喉科医院（西岩田 1） ☎ 63・1030

18日㈰ 武内眼科クリニック（山田二番町） ☎ 37・7373
23日㈷ はた眼科クリニック（飯村北 1） ☎ 64・1777
25日㈰ エモア眼科（駅前大通 1） ☎ 54・0481

18日㈰ 中島接骨院（下地町 5） ☎ 53・3270
23日㈷ ごとう接骨院（雲谷町） ☎ 41・7510
25日㈰ 南接骨院（天伯町） ☎ 46・6600

1日㈭ 今泉産婦人科医院（仲ノ町） ☎ 62・7173
2日㈮ 小石マタニティ＆チルドレンクリニック（つつじが丘 2）☎ 66・1212
3日㈷ 井嶋産婦人科医院（平川本町 1） ☎ 63・1351
4日㈰ 秋山産婦人科（西幸町） ☎ 48・6116
5日㈪ ジュンレディースクリニック豊橋（北山町）☎ 38・0306
6日㈫ 竹内産婦人科（新本町） ☎ 52・3453
7日㈬ つつじが丘ウイメンズクリニック（つつじが丘 2）☎ 66・5550
8日㈭ 中岡レディスクリニック（東幸町） ☎ 63・5588
9日㈮ パークベルクリニック（南松山町） ☎ 56・0020

10日㈯ ひらでかおるクリニック（牟呂町） ☎ 37・5731
11日㈰ 小石マタニティ＆チルドレンクリニック（つつじが丘 2）☎ 66・1212
12日㈪ 今泉産婦人科医院（仲ノ町） ☎ 62・7173
13日㈫ マミーローズクリニック（高洲町） ☎ 32・6585
14日㈬ パークベルクリニック（南松山町） ☎ 56・0020
15日㈭ 井嶋産婦人科医院（平川本町 1） ☎ 63・1351

16日㈮ ひらでかおるクリニック（牟呂町） ☎ 37・5731
17日㈯ パークベルクリニック（南松山町） ☎ 56・0020
18日㈰ ジュンレディースクリニック豊橋（北山町）☎ 38・0306
19日㈪ 小石マタニティ＆チルドレンクリニック（つつじが丘 2）☎ 66・1212
20日㈫ 井嶋産婦人科医院（平川本町 1） ☎ 63・1351
21日㈬ 竹内産婦人科（新本町） ☎ 52・3453
22日㈭ ジュンレディースクリニック豊橋（北山町）☎ 38・0306
23日㈷ つつじが丘ウイメンズクリニック（つつじが丘 2）☎ 66・5550
24日㈯ マミーローズクリニック（高洲町） ☎ 32・6585
25日㈰ 中岡レディスクリニック（東幸町） ☎ 63・5588
26日㈪ ひらでかおるクリニック（牟呂町） ☎ 37・5731
27日㈫ パークベルクリニック（南松山町） ☎ 56・0020
28日㈬ 秋山産婦人科（西幸町） ☎ 48・6116
29日㈭ マミーローズクリニック（高洲町） ☎ 32・6585
30日㈮ つつじが丘ウイメンズクリニック（つつじが丘 2）☎ 66・5550




