
 ①  

１０月に入り、やっと秋を感じられる涼しい日が続く 

ようになりました。遠くに出かける事ももちろん楽し 

いですが、健康づくりのために身近なウォーキング 

をするのにも良い季節です。 

豊橋市内のいろいろな校区の自治会が積極的 

に選定した「ウォーキングマップ」や、10の健康の 

道を一冊にまとめて紹介した「ウォーキングマップ」、 

葦毛湿原を中心に「」豊橋自然歩道ガイドブック」、 

そして「植田校区コミュニティマップ」があるのはご 

存じでしょうか。自治会が作成したウォーキングマ 

ップは野依、杉山、高豊、二川、磯辺、福岡校区 

のものがあり、豊橋市のホームページからダウンロ 

ードできますが、印刷されたパンフレットを一部ミナクル内図書館にも置いてあります。また、ミナクル通信 2ページ

でもご紹介した 10 の健康の道を収めた「ウォーキングマップ」、それに「豊橋自然歩道ガイドブック」は、同じく窓

口センターに、「植田コミュニティマップ」は地区市民館に、とそれぞれに有りますのでお尋ねください。なお、この

通信 2 ページにある「愛知の文学散歩」のように、本に収められた各地の文学・歴史散策やウォーキングなど参考

になる本も図書館内に所蔵されています。参考にして健康づくりに、歴史探訪などに散歩しましょう。関連記事２面 

■皆さん、東三河のことどれくらい知っていますか? 東三河をどれほど回られていますか？ なにげなく東三河と言っていま

すが、現在は８市町村となっている東三河、少し前まで１９市町村が存在していたことを知っていますか？ そして、山から海

までが連なり、豊川（とよがわ）で結ばれた私たちのこの地域、大化の改新以前「穂国(ほのくに)」と呼ばれていたことがあるよ

うです。８月末から９月にかけて３回にわたって、その東三河を振り返るための講座「ほの国・東三河の生活・文化」を実施し

ました（上写真）。1996 年～2005 年の 10 年かけて東三河 19 市町村の「人・もの・こと」などなど多彩に追いかけて発行した

「ほの国通信」全 18 号をまとめなおした総集編を題材にし、その取材・編集したスタッフから写真と話で東三河を歩くという

趣旨でした。■参加された皆さんは、ほとんどが豊橋出身の方たちでしたが、紹介された数々のポイントを知っている方もい

らっしゃり、熱心に見て、聞いて、ご参加いただきました。中でも酒をテーマにした 3 回目では、紹介させていただいた豊橋

市内の居酒屋に、会場からも質問や感想が寄せられ、酒を飲まなくても話がはずみました。全体に紹介されたスライドがき

れいで楽しい時間を過ごすことができました。おかげでスッカリ、講座終了後のアンケートを書いていただくことを忘れてしま

いました。■また、この夏にはこんなこともありました。ミナクル夏休み教室開催期間、ミナクル内の会場が取れず残念がって

いたフォークダンスグループ“ポニー”さんが、「少し暑いかもしれないが、芝生広場の一角でやってみよう」という話が湧き相

談がありました。ミナクルでも空いていれば問題ないし、デモンストレーションにもなるので、どうぞお使いください、と使って

いただきました。その写真が下段の２枚。暑さをものともしないフォークダンスの様子をご紹介します。また、中学生でしょう

か、やはり芝生広場でダンスの練習をしていて、微笑ましく拝見しました。■日が暮れるのが早くなる秋ですが、東三河の紅

葉を見るもよし、サークル活動を楽しむもよし、食べて、歩いて、時々読む。さて、みなさんどのように楽しみましょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

大清水まなび交流館・ミナクルの南稜地区市民館では

令和元年１２月からと、令和２年１月から、それぞれ働け

る方を募集しています。ミナクルで働いてみませんか?  

◆勤務条件は、次の通りです。 

資格は 特にないですが、パソコン（ワー 

ド・エクセル）をよく使います。 

休館日 月曜日と年末年始 

給与は 時給 950円 ※交通費、健康保険等はありません。 

※業務の内容等は南稜地区市民館へお尋ね下さい。 

午後(16：45～21：15) の 4.5時間勤務で、採用されると 3人

の主事で交代勤務となります。 

(1年ごと更新、1年の内に 1 カ月の休み期間があります)    

10 月 6 日(日）までに履歴書をミナクル南稜地区市民館に

ご提出ください。 豊橋市役所 生涯学習課で採用します   

令和 元年 10月号 

南稜地区市民館  26-0010 
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この秋、ウォーキングで地元探検隊 
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講師 

田原市渥美町 

豊根村富山 

豊橋市 

ミナクル開館５年目を迎え、令和元年

度の「第５回ミナクルまつり」は、毎年吉例

１１月の第３日曜日、11 月 17 日に開催し

ます。 

現在、ミナクルで活動するグループか

ら、展示発表やショ-への出演など続々と

参加申し込みがあります。 

この日は、この地域の小学校・中学校・

高校の児童・生徒さんからの発表もありま

す。 

今年度初めて南稜中学生が運営する

館内スタンプラリーも開催する予定です。

雑誌・図書のリサイクルフェア、簡単もの

づくり企画など盛りだくさん、一日、ミナク

ルで楽しんでください。関連記事第２面 

ポニー 



９月に開催されたＭＧＣ（マラソングランドチャンピオンシ 

ップ）では、豊橋市出身の鈴木亜由子さんが見事に東京 

オリンピックの出場権を手にしてくれました。選手たちの真 

剣勝負を見て、オリンピックがグッと楽しみになったり、自 

分も新たなスポーツに挑戦したい気持ちになった方もいる 

のではないでしょうか。図書館には、スポーツのテクニック 

や歴史、観戦のコツなど様々な面から楽しめる図書があり 

ますので参考にしてください。もちろん、スポーツだけでは 

なく、読書の秋・食欲の秋を楽しむための図書もいろいろ 

揃っています。食べて、歩いて、時々読む。 

「あいち文学散歩」 
『あいち文学散歩』編集委員会 浜島書店 

過ごしやすい季節になった今日
こんにち

に散歩などはいかがで

しょう？ 豊橋市を舞台にした作品をはじめ、県内で文

学作品の舞台になった場所が写真を交え 

て紹介されています。気になった作品を椅 

子に座ってゆっくり味わうのも楽しみ方の一 

つですが、物語の舞台になった場所へ実 

際に足を運んでみるのも作品をより楽しむ 

スパイスになるかもしれません。 

 

編集後記：１０月から消費税が 10％になります。ミナクルの使用料も１０月１日より改定されました。昨年、平成 30.6.1の改定

に続く改定で、心苦しく思いますが、消費税への 2％上乗せですので、その 2％分が有意義に、そして望まれ、また困 

っている政策への後押しになるなど、国民の「かゆいところ」に振り当てられるように切に望むばかりです。 

 

 

    

 

 

日 曜 午  前 （９時～） 午  後 （１時～） 夜  間 （５時～） 

1 火 ハッピースマイル ヨガアムリタ   ヨガサークル美々 

2 水 ミナクルｄｅリズムあそび   バレトンサークル ヨガサント－シャ 

3 木 スペイン語サークル ハーモニーグリーン バレエエクササイズ   ヨガトゥーラ 

4 金 

オカリナライリッシュ  リフレッシュ体操  

シフォンクラブ  ヨムイク 
手まり作りの会 ポニー シフォンクラブ   

5 土 

ヨガサークル美々  ママ友交流会 

らく楽川柳の会  アロマテラピー 

詩吟教室  美楽会  バイブルスタディ  

ママ友交流会  おはなしのへや 
バイブルスタディ 

6 日 空手道育成会  パン作ろう会 パン作ろう会   

7 月 ＊ 市民館・図書館 休館日 ＊ 

8 火 草笛の会  ハッピースマイル  ヨガアムリタ 寿楽会 ヨガサークル美々 

9 水 

富士見幼稚園母の会  もりもりクッキング 

ハーモニーグリーン  笑いヨガ 
富士見幼稚園母の会 バレトンサークル ヨガサント－シャ 

10 木 和紙ちぎり紙 南稜絵手紙教室 ヨガトゥーラ 

11 金 リフレッシュ体操 ポニー 郡上おどりを楽しむ会 

12 土 ヨガサークル美々 詩吟教室 美楽会   

13 日 スペイン語講座  空手道育成会     

14 月 ＊ 市民館・図書館 休館日 ＊ 

15 火 ハッピースマイル   ヨガサークル美々 

16 水 美楽会 ミナクルｄｅリズムあそび 生活クラブ ミナクル赤ちゃん 生活クラブ豊橋 バレトンサークル ヨガサント－シャ 

17 木 スペイン語サークル 愛唱会 バレエエクササイズ ヨガサントーシャ さくら会  ヨガトゥーラ 

18 金 オカリナライリッシュ  リフレッシュ体操 手まりつくりの会  ポニー  主任児童委員 

19 土 ヨガサークル美々 詩吟教室  バイブルスタディ  外国のおはなし バイブルスタディ 

20 日 空手道育成会 漣会   

21 月 ＊ 市民館・図書館 休館日 ＊ 

22 火 草笛の会  ヨガアムリタ 合同補導会議  寿楽会 ヨガサークル美々 

23 水 幼児ふれあい教室 笑いヨガ   バレトンサークル ヨガサント－シャ 

24 木 

東三河鉄構工業所  セブンイレブンジャパン 

ヨガサントーシャ 

東三河鉄構工業所  南稜絵手紙教室  

セブンイレブンジャパン 

東三河鉄構工業所  ヨガトゥーラ  

セブンイレブンジャパン 

25 金 リフレッシュ体操 ポニー 郡上おどりを楽しむ会 

26 土 ヨガサークル美々 詩吟教室  美楽会   

27 日 スペイン語講座  空手道育成会  平井ｸﾞﾙｰﾌﾟ     

28 月 ＊ 市民館・図書館 休館日 ＊ 

29 火 長寿介護課体力測定  ヨガアムリタ 長寿介護課体力測定 長寿介護課体力測定 

30 水 幼児ふれあい教室  ミナクルｄｅリズムあそび   バレトンサークル ヨガサント－シャ 

31 木 ハーモニーグリーン  ヨガサント-シャ   ヨガトゥーラ 

  ミナクル図書館コーナー ◆休館日は毎週月曜日と第 4金曜日 司 書 が 

贈 る 

今月の1冊 
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その 1、今年もやります 災害に備えた「防災頭巾づくり」 

 日本列島は災害列島のように大きな災害が続いています。地震災害に備えての

「家族の身を守る防災頭巾づくり」講座を開催します。いくら避難所などの準備が

あっても、家から出られない状況では何にもなりません。まずは、防災頭巾を作り

ましょう。午後２時～３時開催予定。多目的室。講師：防災ＶＣの会 尾崎公枝さ
ん他。親子参加歓迎。防災頭巾作成１点につき３００円の費用が必要です。 

なお、会場では工夫を凝らしたお役立ち防災グッズの数々が防災ＶＣの会により

展示されています。 
 

その２、地震だ、床にガラスが…古新聞紙で「防災スリッパづくり」  地震が起きたとき、ガラスや陶器が割れて散乱する中を裸足で歩くのは大変危
険！ 近くにハキモノがない時、新聞紙があればスリッパを作ることで、安全に歩
けます。歩くとき力の入る足裏の前部分には新聞紙が１６枚重なった状況になり結

構しっかり。知って得する防災グッズ。   参加料：無料 
 

その３、糸の長さで決まる オリジナル「紙コップけん玉づくり」  家にある材料と１００円ショップで買える材料で、簡単手作りおもちゃ「紙コッ
プでけん玉」。 糸が短いと紙コップにボールが入らない、逆に長すぎるとこれま
た、コップにボールが入りにくい。糸の長さを調節してオリジナルけん玉を作っ

て親子で楽しんでみよう。難易度をいくつに設定するかな？  参加料：無料  
健康維持や気分リフレッシュのため、ウォーキングを始めてみませんか？ 

豊橋市では市民の皆さんの健康づくりをサポートするために、『健康の道』を設けています。 

健康の道は初級～上級まで全部で１０コース。自分のペースで歩きながら豊橋の自然を楽しみましょう。 

とよはし健康の道ウォーキングマップは窓口センターにあります。これまた、「食べて、歩いて、時々読む」秋。 

 

 

窓口センターコーナー

令和 元年 10月 予定 9月 20日 現在 
グループ名は簡略化している場合があります 

１１月１7日 第 5回ミナクルまつり インナー事業  募集します。 
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