
ミナクル開館記念 特別記念講演会 

講師：井沢元彦さん 

演題：「新しい歴史の見方、私の方法論」 

日時：５月１６日 13：30～15：00 

会場：ミナクル 多目的室                           みなさんご存知！ 

 作家でも有名、ＴＶ番

組『逆説の日本史』

でも有名ですよね。 

 

聴講申し込みは 

4月 30日までに 

終っています。 

5月からミナクルで講座も始まります！ 

●市民大学トラム 

『男子厨房に立とう！』 ５月１３日（水）から７月２２日（水）までの６回講座 

  ※男性限定事業  講師：料理研究家 坂柳 静さん  会場：ミナクル料理実習室 

  ※包丁の持ち方や野菜の切り方など、実習を通じて初心者の“あなた”の厨房デビューを応援し

ます。 

『童謡・唱歌・流行歌の謎と曲に込められたエピソードをひも解く』 

          ５月２０日（水）から６月１０日（水）までの４回講座 

  ※いささか長い講座のタイトルですが、ギターの弾き語りで一緒に歌いながら、童謡などの作ら

れた経緯や歴史をひも解きます。 

※いずれの講座も、4月 30日までに申し込みが終了しています。開館直後の申し込みで、ご案内ができず申し

訳ありませんでした。今後は、ゆとりのあるようにしていきたいと考えています。 

  

ミミナナククルル通通信信      

豊橋市大清水まなび交流館 ミナクル 
〒441-8133 豊橋市大清水町字彦坂10-7   ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｔｏｙｏｈａｓｈｉ．ｌｇ．ｊｐ/17157．ｈｔｍ 

回 

覧 

平平成成２２７７年年５５月月号号  
南稜地区市民館  26-0010 

大清水図書館   39-5900 

大清水窓口センター 25-5106 

               みなさんお待たせしました。待望の「豊橋市大清水まなび 

交流館」が平成 27 年４月 4 日にオープンしました。平成

25 年度から 2 年間、皆様には大変ご不便をおかけしました。お陰さまで工事も順調

に進み、図書館分館機能を加えた、まさに生涯学習の拠点として、市民生活の利便

性を持った複合施設として、多方面で活用できるものと考えています。  

そしてこの大清水まなび交流館には愛称が付けられています。約 360 人からの応

募の中から、みんな来る来る「ミナクル」という愛称に決まりました。この愛称の通り「人

と人をつなぎ、賑わいの輪が広がる地域と共生する施設」をコンセプトとしています。

これまでの南稜地区市民館の歴史に加え、新たなミナクルの歴史を、皆様のいっぱ

いの笑顔を積み重ねる中で築いていきたいと考えています。総勢約 25 人のスタッフ

がお迎えしてまいります。「つどい、まなび、交流の場」としてぜひご活用ください。      

今後とも、各校区自治会長様、各団体長様をはじめ地域の皆様、自主グループの

皆様、読書好きの皆様、そして更に広域から利用される皆々さま、ぜひご支援をいた

だきたくお願い申し上げます。 

大清水まなび交流館：ミナクル館長  鷺坂浩孝 

 

 

●１階は鉄筋コンクリート、そ

の上２階は、なんと東三河

材を使った木造建築です。 

●公共施設には珍しいシース

ルーエレベーターが有りま

す。屋根には太陽光発電シ

ステムを備え安心です。 

●玄関を入ると吹き抜けの広

い空間、雑誌も新聞も有りく

つろげます。 

●図書館には、約 50,000冊を

収蔵。今後は 70,000冊を目

標に増冊予定です。 

ミナクルの特色 ごあいさつ 

ミナクル大清水図書館では、様々なイベントを実施

しています。これまでに、「ミナクル探検隊」や「しおりづ

くり」「人形劇」などを開催してきました。 

 

《５月の予定》 

◎ミナクル大清水図書館読み聞かせ 

５月２日、午後２時～ 自由参加 

ミナクル１階 プレイルーム 

講師：読み聞かせボランティアの会 

 

◎クイズラリーとぬりえ 

 ４月２５日～５月１０日（日） 自由参加 

 ミナクル大清水図書館で受付 

 

今後も、楽しいイベントを随時実施していきます！ 

平成２７年度の「大清水しょうぶ園祭り」開催決まる!! 

とき：６月６・７日の二日間 

 ６日イベント（午前９時～午後３時）：写生大会、抹茶接待、太鼓・踊り・カラオケなどの各種演技大会 

 ７日イベント（午前９時～１１時３０分）：抹茶接待、写生大会（これは午前１１時まで） 

 会場：ミナクル北側の新生「大清水しょうぶ園」 

たくさん 

来てください 

編集後記：南稜地区市民館では新人６人で、朝、昼、夜の交代制により対応させていただいています。何分慣れないこ

と、設備の不十分などで皆さまにはご迷惑をかけています。これまでの通算４４２号の「市民館だより」を発展させた「ミナ

クル通信」も編集が遅れてしまいました。今後とも南稜校区の地域情報も含め一所懸命作りますのでご支援ください。 

創刊号 

http://www.bizocean.jp/doc/detail/516582i/
http://www.bizocean.jp/doc/detail/516582i/
http://www.bizocean.jp/doc/detail/516582i/
http://www.bizocean.jp/doc/detail/516582i/


ミナクル：南稜地区市民館のご案内 

南稜地区市民館は主にコーラスやヨガ、体操、茶道、歴史研究など自主グループの活動の場、自治会や各

種団体の会合や研修の場としてご活用いただけます。市民館の受付は１階にございますが、各会議室、実習

室、多目的室、和室、そして学習室はすべて２階に配置されています。２階には幅広の木の階段に加え、シー

スルーエレベーターが皆様を誘います。各室はガラスの扉で、仲間作りが広がるように、どのように楽しんでお

られるのか外から見学できます。多目的室２部屋には一方に巨大な鏡が設置され、二部屋 

つなげて利用できます。和室も同様です。実習室は、工作室と料理実習室がございますの 

で、さまざまな活動が可能です。また、ヘルストロンも１階に配置しています。 

地区市民館のスタッフは、鷺坂浩孝館長はじめ昼は、光嶋主事、三浦主事、白井主事が、夜 

間は根本主事、長谷川主事が交代で勤め、６人で皆様をお迎えします。 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ５月 行事予定表 
 

 

4月 23日現在 

日 曜 午  前 （９時～） 午  後 （1時～） 夜  間 （5時～） 

1 金 リフレッシュ体操 オカリナサークル     

2 土 ヨガサークル美々 健康体操 高齢者詩吟教室   

3 日       

4 月       

5 火       

6 水 笑いヨガ   ヨガ 

7 木 ハーモニーグリーン   ヨガ・トユーラ リフレッシュ体操 

8 金 リフレッシュ体操 水彩画ひかり ポニー（ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ）   

9 土 健康体操 ｱﾛﾏﾃﾗﾋﾟｰ 書道連盟 高齢者詩吟教室   

10 日 空手道育成会     

11 月       

12 火 
ﾊｯﾋﾟｰｽﾏｲﾙ ﾘﾌﾚｯｼｭ体操  

ｽﾏｲﾙﾊｰﾄ（ﾖｶﾞ） こだま 
  ヨガサークル美々 

13 水   健康体操 ヨガ 寿楽会 

14 木 
ハーモニーグリーン わっぱの会 

和紙ちぎり絵教室 
絵手紙 ｼﾆｱﾈｯﾄﾊﾟｿｺﾝｸﾗﾌﾞ ヨガ・トユーラ リフレッシュ体操 

15 金 リフレッシュ体操 オカリナサークル ポニー(ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ)   

16 土 ヨガサークル美々 高齢者詩吟教室   

17 日 空手道育成会     

18 月       

19 火 ﾊｯﾋﾟｰｽﾏｲﾙ ﾘﾌﾚｯｼｭ体操 Ｂｒｅａｔｈ   ヨガサークル美々 

20 水 笑いヨガ 健康体操 ヨガ 

21 木 
日本の歌愛唱会 アロマべジごはん

の会 
アロマべジごはんの会 

ヨガ・トユーラ リフレッシュ体操 

キッズダンス 

22 金 リフレッシュ体操 水彩画ひかり ポニー(ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ)   

23 土 
ヨガサークル美々 健康体操  

書道連盟 
高齢者詩吟教室   

24 日 空手道育成会     

25 月       

26 火 リフレッシュ体操   ヨガサークル美々 

27 水   健康体操 ｼﾆｱﾈｯﾄﾊﾟｿｺﾝｸﾗﾌ ヨガ 寿楽会 

28 木 ハーモニーグリーン 絵手紙 
ヨガ・トユーラ リフレッシュ体操 

キッズダンス 

29 金 リフレッシュ体操 ポニー(ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ)   

30 土 健康体操     

31 日 空手道育成会 珠算検定試験     

大清水図書館のご案内 

大清水図書館は、市内 3 番目の図書館として、ここミナクルにオープンしました。入ってすぐのところに地域

情報広場（窓口センターの前）に雑誌と本日の新聞を配置しており、図書館が休館の時にも読んでいただくこと

ができます。図書館の入り口には、特集コーナーがあります。オープン記念として「司文庫展洋書絵本のかわ

いい仲間たち」の展示をしました。今後もいろいろな特集を企画していく予定です。児童図書はＡ～Ｃの棚、大

人向けの図書は、Ｅ～Ｇの棚にあります。なお、本を借りていただくには、貸出券の登録申請 

が必要です。登録には、お名前・ご住所・生年月日が確認できるものが必要ですので、保険 

証等をお持ちになりご本人さまがご来館くださるようお願いします。ところで、今まで中央図書 

館や南稜地区市民館でご利用いただいていた貸出券は、大清水図書館でも使えますので 

持ってきてくださいね。スタッフ一同、皆様のご来館をお待ちしています。  

大清水窓口センターのご案内 

ミナクル開館前、１月１３日から既に先行オープンしていました大清水窓口センターは、所長をはじめ職員４

名で業務を行っています。市民課の業務として戸籍や住民異動の受付、印鑑の登録、住民票・戸籍をはじめと

する各種証明交付を行っています。この他にも国民健康保険の加入や喪失、母子手帳の交付、税証明の発行

など多様な業務を受け付けていますので、豊橋市役所まで行かなくても、ここでできることが 

たくさんあります。業務時間は月～金曜日の午前８時３０分～午後５時１５分です。土・日曜日、 

祝日、年末年始はお休みです。南稜地区市民館、大清水図書館とは業務時間や休みが異 

なりますのでご注意ください。ぜひ、新しくきれいに生まれ変わった窓口センターをお気軽に 

ご利用ください。 

ミナクル：フロアマップと開館時間・休館日   ◆南稜地区市民館 

                                           9：00～21：00 

   月曜・年末年始 休館 

◆大清水図書館 

                                                 9：00～21：00 

  月曜・年末年始、館内 

整理日（第４金曜日）  

                                        ◆大清水窓口センター 

                                          8：30～17：15 

                                          土・日・祝日、年末年始 

                                        施設によって違いますので 

ご注意ください。 

館長 鷺坂 

専門員 吉田 

所長 鈴木 

ミナクル：フロアマップと開館時間・休館日 


