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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10時
第11回後節 4日㈪～6日㈬
第12回前節 16日㈯～18日㈪
第12回後節 29日㈮～31日㈰
【場外発売】　開門予定／午前10時

玉野記念（ＧⅢ） 2月28日㈭～3月3日㈰
京王閣競輪（ナイター開催）（ＦⅠ）

　1日㈮～3日㈰
※3日間とも玉野記念終了後発売

名古屋競輪（ＦⅠ） 4日㈪～6日㈬
※3日間とも全レース併売

いわき平記念（ＧⅢ） 7日㈭～10日㈰
小田原競輪（ＦⅠ） 11日㈪～13日㈬

※3日間とも全レース併売

玉野競輪（ＦⅠ） 11日㈪～13日㈬
※3日間とも全レース併売

大垣競輪（ＦⅠ） 15日㈮～17日㈰
　※16・17日は全レース併売

立川競輪　日本選手権競輪（ＧⅠ）
　19日㈫～24日㈰

岐阜競輪（ＦⅠ） 25日㈪～27日㈬
※3日間とも全レース併売

伊東温泉競輪（ＦⅠ） 25日㈪～27日㈬
※3日間とも全レース併売

岸和田競輪（ＦⅠ） 29日㈮～31日㈰
※3日間とも全レース併売

3 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/）

市政情報番組を放送しています
ティーズ（CATV）地デジ12ch
土・日曜日　7時45分、12時45分、

15時45分、18時45分、22時45分

●3月の市政企画番組（15分間）
　環境実践都市�をめざして　豊橋市の取り組み
豊橋市は環境実践都市を目指して、さ

まざまな取り組みを行っています。番組

では、路上喫煙禁止区域やポイ捨て禁

止重点区域の指定、公用車の電気自動

車化、電機自動車等購入補助事業、学

校グラウンドの芝生化推進、スケールの

大きな事業では、太陽光発電メガソー

ラー発電所の建設及び発電事業や、木

質ペレットを利用したハウス用温風機の

導入実証試験など、豊橋市の多種多様

な環境問題の取り組みを具体的に紹介

し、「ともに生き 、ともにつくる」という豊

橋市環境基本計画の理念のもと、市と

市民と事業所が協同して進める、環境

実践都市としての姿を紹介します。

　三月ということで、今回は数字の「３」の魅力に迫ってみ

ます。３は、科学技術の世界でとても魅力ある数です。

　先
ま

ず、三角形をじっと見てください。とても安定した形

に見えませんか？平面図形の中で辺の長さが決まると形が決まるのは三角形だ

けです。四角形や五角形は上から押さえると、ひしゃげてしまい形が決まりませ

ん。三角形はとても安定した形です。押しても引いてもびくともしない三角形は

力学的にとても安定した形なので、鉄橋やビルの骨組みのように、力学的安定

性を活かした構造として多用されています。

　次に、平面から空間の世界に視点を変えてみます。空間では二点を定めると

線が決まり、これに三点目が加わると平面が決まります。四点以上になると、四

つ目以降の点が偶然この平面の上にない限り一つの平面が決まることはありませ

ん。空間の世界でも３の安定性は際立っています。四本足の椅子は足の長さが

同じになるように上手に作らないと、ガタガタして大変ですよね。

　カメラの撮影などに使われる三脚は、三点で決められた安定した面の上に、

これも安定した三角形でできた三角錐で支えられているとっても安定した構造で

す。まさに、３の魅力がいっぱい詰まった生活用品です。

　ところで、「日本三大○○」といった場合にも、２や４ではなく３が使われます。

これも３の安定性と何か関係があるのではないのでしょうか。

「３」の魅力

※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！

保険鍼灸マッサージ師 午前 9 時～午後 6 時
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	家庭ごみの収集を
一部民間業者に委託します

4月1日から一部の校区で家庭ごみの収

集を民間業者に委託します。また、収

集車両の色も青系統の 2 色に変わりま

す。※収集曜日は変わりませんが、収

集時間に多少変更がある場合がありま

す。収集日の朝 8 時 30 分までに決めら

れた収集場所に出してください

民間に委託する校区（10校区）：羽根井、

花田、松山、福岡、牟呂、汐田、前芝、

津田、吉田方、下地　問合先：業務課（☎

61・4136）

	東日本大震災の犠牲者に哀悼の
意を表しサイレンを吹

すいめい

鳴します

甚大な被害をもたらし、多くの犠牲者

を出した東日本大震災から間もなく2

年が経とうとしています。

豊橋市では、震災の恐ろしさを決して

忘れることなく、また、犠牲となられた

方々に対して哀悼の意を表すべく、3月

11日㈪に半旗を掲揚するとともに、地

震発生時刻である午後 2 時 46 分から1

分間サイレンを吹鳴しますので、黙と

うを捧げていただきますようお願いし

ます。

また、市役所では東日本大震災の写真

パネルを展示しています。

■東日本大震災写真パネル展示
とき：3月11日㈪まで　ところ：市役所 

じょうほうひろば（東館1階）

［共通事項］問合先：防災危機管理課（☎

51・2068）

収集車両のイメージ
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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）

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（30分前に受付終了）
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）
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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

保険鍼灸マッサージ師 午前 9 時～午後 6 時

1日㈮ ひらでかおるクリニック（牟呂町） ☎ 37・5731
2日㈯ 今泉産婦人科医院（仲ノ町） ☎ 62・7173
3日㈰ 中岡レディスクリニック（東幸町） ☎ 63・5588
4日㈪ つつじが丘ウイメンズクリニック（つつじが丘 2）☎ 66・5550
5日㈫ ひらでかおるクリニック（牟呂町） ☎ 37・5731
6日㈬ 中岡レディスクリニック（東幸町） ☎ 63・5588
7日㈭ 竹内産婦人科（新本町） ☎ 52・3453
8日㈮ パークベルクリニック（南松山町） ☎ 56・0020
9日㈯ ひらでかおるクリニック（牟呂町） ☎ 37・5731

10日㈰ つつじが丘ウイメンズクリニック（つつじが丘 2）☎ 66・5550
11日㈪ マミーローズクリニック（高洲町） ☎ 32・6585
12日㈫ 秋山産婦人科（西幸町） ☎ 48・6116
13日㈬ 井嶋産婦人科医院（平川本町 1） ☎ 63・1351
14日㈭ 今泉産婦人科医院（仲ノ町） ☎ 62・7173
15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
16日㈯ ジュンレディースクリニック豊橋（北山町）☎ 38・0306

3日㈰ ハタノ耳鼻咽喉科（上地町） ☎ 63・8733
10日㈰ ながた耳鼻咽喉科（山田一番町） ☎ 38・8877
17日㈰ 吉見耳鼻咽喉科（野依台 1） ☎ 25・7688

3日㈰ 弥生病院（弥生町） ☎ 48・2211
10日㈰ たかし眼科医院（高師町） ☎ 47・2206
17日㈰ はた眼科クリニック（飯村北 1） ☎ 64・1777

3日㈰ 伊東接骨院（東脇 2） ☎ 31・1896
10日㈰ 知久接骨院（岩田町） ☎ 62・1024
17日㈰ 早川接骨院（上野町） ☎ 45・4882

3日㈰ 神藤（高師町） ☎ 48・1586
10日㈰ 内藤（大岩町） ☎ 41・0202
17日㈰ 小川（東小鷹野 3） ☎ 61・7399

17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
18日㈪ 井嶋産婦人科医院（平川本町 1） ☎ 63・1351
19日㈫ 竹内産婦人科（新本町） ☎ 52・3453
20日㈷ パークベルクリニック（南松山町） ☎ 56・0020
21日㈭ ジュンレディースクリニック豊橋（北山町）☎ 38・0306
22日㈮ 中岡レディスクリニック（東幸町） ☎ 63・5588
23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
24日㈰ 竹内産婦人科（新本町） ☎ 52・3453
25日㈪ つつじが丘ウイメンズクリニック（つつじが丘 2）☎ 66・5550
26日㈫ パークベルクリニック（南松山町） ☎ 56・0020
27日㈬ マミーローズクリニック（高洲町） ☎ 32・6585
28日㈭ 秋山産婦人科（西幸町） ☎ 48・6116
29日㈮ ジュンレディースクリニック豊橋（北山町）☎ 38・0306
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
31日㈰ マミーローズクリニック（高洲町） ☎ 32・6585

20日㈷ 西村耳鼻咽喉科医院（上伝馬町） ☎ 55・5165
24日㈰ 井澤医院（東新町） ☎ 55・8936
31日㈰ もりた耳鼻咽喉科（東脇 1） ☎ 34・2001

20日㈷ おおいし眼科（宮下町） ☎ 64・0081
24日㈰ 小島眼科医院（西小池町） ☎ 45・4908
31日㈰ ひまわり眼科（つつじが丘 2） ☎ 63・7755

20日㈷ 永井接骨院（小松町） ☎ 48・6088
24日㈰ いとう接骨院（三ノ輪町 5） ☎ 63・8080
31日㈰ 夏目接骨院（西幸町） ☎ 48・6597

24日㈰ 白井（向山町） ☎ 62・5766
31日㈰ 岡本（栄町） ☎ 61・8815

1日㈮ 富士見台クリニック（富士見台 4） ☎ 39・4025
2日㈯ 成田記念病院（羽根井本町） ☎ 31・2167

3日㈰ 昼 岡村クリニック（佐藤 2） ☎ 65・4100
夜 江崎病院（新川町） ☎ 55・2525

8日㈮ 大島整形外科クリニック（東田町字井原） ☎ 62・5511
9日㈯ 伊藤医院（小池町） ☎ 45・5283

10日㈰ 昼 東脇胃腸科外科（東脇 4） ☎ 32・3831
夜 なかにしメディカルクリニック（老津町）☎ 23・1141

15日㈮ タキカワ整形外科クリニック（八町通5）☎ 55・5111
16日㈯ たつおクリニック（高師本郷町） ☎ 46・4970

17日㈰ 昼 みんなのクリニック（瓦町通 2） ☎ 61・8101
夜 大岩整形外科皮フ科（大橋通 2） ☎ 55・2100

20日㈷ 昼 谷野医院（大橋通 1） ☎ 53・6090夜
22日㈮ はしら整形リハビリクリニック（中橋良町）☎ 29・8484
23日㈯ 成田記念病院（羽根井本町） ☎ 31・2167

24日㈰ 昼 前川外科内科（東岩田 4） ☎ 62・6411夜
29日㈮ 福井脳神経外科（立花町） ☎ 21・7001
30日㈯ 光生会病院（吾妻町） ☎ 61・3166

31日㈰ 昼 塩之谷整形外科（植田町） ☎ 25・2115
夜 江崎病院（新川町） ☎ 55・2525

この表は医師の都合で変わることがあります。




