
14広報とよはし  平成 29 年 6月1日

どなたでも 女性 男性 子ども 高齢者 障害者 事業 育児主な対象
催しの開催期間中でも、施設の休館日などが
あります。詳しくはお問い合わせください。
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　　6月

6月
1日㈭ 17日㈯

2日㈮ 18日㈰

3日㈯ 19日㈪

4日㈰ 20日㈫

5日㈪ 21日㈬

6日㈫ 22日㈭

7日㈬ 23日㈮

8日㈭ 24日㈯

9日㈮ 25日㈰

10日㈯ 26日㈪

11日㈰ 27日㈫

12日㈪ 28日㈬

13日㈫ 29日㈭

14日㈬ 30日㈮

15日㈭ 7月
1日㈯

16日㈮ 2日㈰

【早朝前売り】午前7時
【開門予定】午前10時
【お知らせ】インターネットライブ中継

（☎61・3136）
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　授業で一度は習ったはずのパナマ運河ですが、意外と知られて
いない秘密がたくさんあります。
　最初の秘密はパナマ運河の方向です。パナマ運河は西の太平
洋と東のカリブ海という東西の大洋をつなぐ運河ですが、太平洋
からカリブ海に抜ける航路は西から東に抜けているのではなく南東から北西に、
東西方向からは90度以上捩

よじ

れた方向を向いています。南北アメリカ大陸がパナ
マの辺りで盲腸のように大きく捩れ、北米側の接点が南米側より南にあるという
90度以上捩れた状態で繫

つな

がっているので、ここを横断するパナマ運河も90度以
上捩れているのは至極当然のことなのですが…。
　次に、運河の水面の高さです。パナマ運河はスエズ運河のように二つの海を
水路で水平につないだ運河ではなく、海抜26mのガツン湖を利用して二つの海
を結んだ運河です。かつて日本海と伊勢湾を結ぶ運河が構想された時、琵琶湖
を利用しようとしたアイデアと同じです。これを成功させるには、巨大な船を26�m
も上げたり下げたりする仕組みが必要になりますが、この役割を担っているのが
巨大な閘

こうもん

門です。船の前後を水門で閉じてできた大きなプールに、水を入れた
り出したりすることで、プールに浮かぶ船を上げたり下げたりします。日本でも、
荒川や尼崎港で同じ仕組みを見ることができます。
　三つ目は、パナマ運河の閘門を大型船が通過する際、運河の両脇から船を引っ
張り、航行を支援している電気機関車が日本製ということです。ちょうど私の赴
任中に新型への入れ替えが始まったので、日本人というだけでとても感謝された
のを覚えています。
　最後におまけの秘密です。パナマには独立記念日が二度あります。一日はパナ
マがスペインから独立した記念日で、もう一日はパナマ運河建設のためパナマが
コロンビアから独立した日です。休みが多いのは嬉しいのですが何となく変ですね。

パナマ運河の秘密

佐原市長の なるほど！ 発見！

	地域資源回収にご協力ください
家庭から出る資源を積極的にリサイクル

する地域資源回収にご協力ください。

実施団体：小・中学校PTA、子ども会、
女性会、老人クラブなど　回収品目：新
聞・チラシ、雑誌（雑がみを含む）、ダン

ボール、牛乳パック等、布、アルミ缶、

スチール缶など（実施団体により異なりま

す）　その他：回収日などの詳細はホーム
ページ参照。実施団体には回収量に応じ

て奨励金を交付し、奨励金は備品の整備

や親睦行事などの地域活動に使われます　

問い合わせ：環境政策課（☎51・2417）

	平成29年版
ミニ統計とよはしを配布しています

豊橋市の人口・産業・市民生活など各

分野の統計データを、ポケットサイズにま

とめ、無料配布しています。

ところ：市役所じょうほうひろば（東館1
階）、情報プラザ（豊橋駅内）、各窓口セ

ンターほか　その他：ホームページから
もダウンロード可　問い合わせ：行政課
（☎51・2029）

		豊橋市埋蔵文化財発掘調査報告書を
発行しました

市内遺跡の発掘調査成果をまとめた、

「豊橋市埋蔵文化財調査報告書」を6

月1日㈭から販売します。

ところ：文化財センター（松葉町三丁目）、
美術博物館（豊橋公園内）、市役所じょ

うほうひろば（東館1階）　問い合わせ：
文化財センター（☎56・6060）

■豊橋市埋蔵文化財発掘調査報告書
　※サイズはA4版

書名 頁数
価格
（税込み）

第142集　若宮
遺跡（Ⅹ）・境
松遺跡（Ⅵ）・
内田貝塚（Ⅴ）

230頁 1,800円

第143集　行合
遺跡 36頁

各600円第144集　市内
遺跡発掘調査
平成26年度

44頁

市政情報番組を放送しています
ティーズ（CATV）地デジ12ch

●6月の市政企画番組（15分）
土・日曜日7時45�分、12時45�分、15時45�分、

18�時45�分、22時45�分、24時45分

お互いさまのまちづくり
少子高齢化が進む中、医療や介護サー

ビスへの需要はますます高まり、行政

サービスだけでは補いきれないのが現

状です。各地域では、高齢のため日常

生活のちょっとした困りごとを抱えてい

るお年寄りが少なくありません。そんな

中、市内各地で地域住民がそれぞれの

できることを持ち寄って、みんなで支え

合う地域づくりが進められています。支

え、支えられるお互いさまのまちづくり。

番組では、こうした地域での支え合い

活動を紹介します。

支え合い活動のようす
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※この表は、医師の都合などで一部変更することがあります

内科・小児科

休日…午前9時～正午、午後1時～5時（30分前に受付終了）
夜間【毎日】…午後8時～翌朝午前7時（　〃　）
※�休日の正午～午後1時、午後5時～8時は休診。
混雑時などは早めに受付を終了する場合があります

※1歳未満児は、午後8時～11時は休日夜間急病診療所で、
午後11時～午前8時30分は市民病院で受診してください

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　（�　　　〃　　　）
※障害者歯科診療は毎週木曜日午後1時30分～4時
30分（祝日、8月13日～15日、12月29日～1月4
日を除く）の事前予約制です（☎090・5106・8572）

休日夜間・障害者歯科診療所
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～翌朝8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）

の緊急医 ●各医療機関にお問い合わせの上、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い合わせ／救急医療情報センター（☎63・1133）
●精神科についての緊急問い合わせ／24時間受付　精神科救急医療情報センター（☎052・681・9900）

月6

外科
土曜日…午後5時～10時　休日昼間…午前9時～午後5時　休日夜間…午後5時～10時
月～金曜日…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）

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5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5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～午後8時

1日㈭ つつじが丘ウイメンズクリニック（つつじが丘2）☎66・5550

2日㈮ 中岡レディスクリニック（東幸町） ☎63・5588

3日㈯ パークベルクリニック（南松山町） ☎56・0020

4日㈰ 今泉産婦人科医院（仲ノ町） ☎62・7173

5日㈪ 井嶋産婦人科医院（平川本町1） ☎63・1351

6日㈫ ひらでかおるクリニック（牟呂町） ☎37・5731

7日㈬ マミーローズクリニック（高洲町） ☎32・6585

8日㈭ 秋山産婦人科（西幸町） ☎48・6116

9日㈮ ジュンレディースクリニック豊橋（北山町）☎38・0306

10日㈯ 今泉産婦人科医院（仲ノ町） ☎62・7173

11日㈰ 小石マタニティクリニック（つつじが丘2）☎66・1212

12日㈪ ジュンレディースクリニック豊橋（北山町）☎38・0306

13日㈫ 竹内産婦人科（新本町） ☎52・3453

14日㈬ 小石マタニティクリニック（つつじが丘2）☎66・1212

15日㈭ つつじが丘ウイメンズクリニック（つつじが丘2）☎66・5550

4日㈰ 芳賀耳鼻咽喉科医院（西岩田１） ☎63・1030

11日㈰ ハタノ耳鼻咽喉科（上地町） ☎63・8733

4日㈰ はた眼科クリニック（飯村北1） ☎64・1777�

11日㈰ 弥生病院（弥生町） ☎48・2211

4日㈰ さかうえ接骨院（東郷町） ☎61・1681

11日㈰ まほろば接骨院（向山台町） ☎56・7400

16日㈮ 中岡レディスクリニック（東幸町） ☎63・5588

17日㈯ パークベルクリニック（南松山町） ☎56・0020

18日㈰ 原医院（南大清水町） ☎25・2752

19日㈪ ジュンレディースクリニック豊橋（北山町）☎38・0306

20日㈫ 井嶋産婦人科医院（平川本町1） ☎63・1351

21日㈬ マミーローズクリニック（高洲町） ☎32・6585

22日㈭ 秋山産婦人科（西幸町） ☎48・6116

23日㈮ ひらでかおるクリニック（牟呂町） ☎37・5731

24日㈯ 今泉産婦人科医院（仲ノ町） ☎62・7173

25日㈰ 竹内産婦人科（新本町） ☎52・3453

26日㈪ 小石マタニティクリニック（つつじが丘2）☎66・1212

27日㈫ 原医院（南大清水町） ☎25・2752

28日㈬ 井嶋産婦人科医院（平川本町1） ☎63・1351

29日㈭ 原医院（南大清水町） ☎25・2752

30日㈮ 中岡レディスクリニック（東幸町） ☎63・5588

18日㈰ 田中耳鼻咽喉科（中浜町） ☎48・8733

25日㈰ 藤原耳鼻咽喉科クリニック（駅前大通１）☎56・1385

18日㈰ 豊橋南藤井眼科クリニック（植田町） ☎25・7111

25日㈰ 成田記念病院（羽根井本町） ☎31・2167

18日㈰ 小松接骨院（小松町） ☎39・8688

25日㈰ 岡田接骨院（下地町） ☎75・9787

3日㈯ 鷹丘クリニック（牛川町） ☎65・1112

4日㈰
昼 鈴木ひろし整形外科（佐藤５） ☎65・1300

夜 木村整形外科（牧野町） ☎45・9925

10日㈯ 伊藤医院（小池町） ☎45・5283

11日㈰
昼 富士見台クリニック（富士見台4） ☎39・4025

夜 小石整形外科クリニック（つつじが丘1）☎66・5514

17日㈯ 大岩整形外科皮フ科（大橋通2） ☎55・2100

18日㈰
昼 東岩田いとうクリニック（東岩田1） ☎69・3500

夜 東岩田いとうクリニック（東岩田1） ☎69・3500

24日㈯ 福井脳神経外科（立花町） ☎21・7001

25日㈰
昼 タキカワ整形外科クリニック（八町通5）☎55・5111

夜 花田いしかわクリニック（花田町） ☎32・2166


