
知ってますか？  気象の情報をつかんでおくと、早めの対応ができますよ。  
■６月には梅雨入りするなど、豪雨に対する備えの必要な時期 

になります。今年は、５月に台風が７号も発生し、その内、日本 

列島に影響を与えた台風もあり、年々台風への備えが重要になってきて 

います。そんな備えに対して重要な判断基準となる情報を提供していた 

だけるのが気象庁です。 ■テレビで時々見るように、気象レーダーによ 

る 5 分毎の降水強度分布観測と、降水ナウキャストによる 5 分毎の 60 分 

先までの降水強度分布予測を連続的に表示されます。参考になりますよ。 

■利用の仕方は、パソコンかスマートホン等を活用し、ヤフーかグーグルから「防災情報 気象庁」で検索  

→「レーダー・ナウキャスト(降水・雷・竜巻)」をクリック。 →画面の地方を「東海地方」か「近畿地方」を選択して

いただけますと、気象庁レーダーによるこの地域の状況が詳しくわかります。しかも、約 60分先の予想までわかる

のです。                アドレスは http://www.jma.go.jp/jma/menu/flash.html  です。 

さらに、お得情報!!  「豊橋ほっとメール」に加入しよう 

豊橋市では、携帯電話やパソコンのメールで、安全・安心にかかわる情報を配信しています。豪雨による

避難情報などは、携帯電話で一人ひとりに情報をお伝えすることが一番です。高校生の帰宅時や、農作業中

の竜巻情報なども入ります。防犯上の不審者情報も入手することができます。加入されたい方は次のアドレ

スか、ミナクルで説明書をお渡しします。自分の身の安全は、自分で守りましょうね。 

アドレスは http://www.lamo.jp/toyohashi/  です。 

もう一つ、とびっきりのお得情報!!!   「豊橋防災ラジオ」が手に入りやすくなりました 

みなさん、災害時に豊橋の情報を入手しようとしても、東京の情報ばかりで、地元情報がなかなか手に入

りませんよね。その点、豊橋防災ラジオは、災害時に地元・豊橋の情報を中心にして放送されますし、ラジ

オを聞いていなくても、災害時には自動的にスイッチが入り重要情報が流れるようになっています。 

その豊橋防災ラジオが、75歳以上の高齢者世帯を対象に通常 1,500円のところ 500円（ワンコイン）で求

められるようになりました。併せて、これまで一世帯１台の販売でしたが、何台でも購入できるようになり、

多くのご家庭に災害情報をリアルタイムにお届けできるようになりました。なお、販売は電機商業組合加盟

店で、メール、ラジオのお問合せは市・防災危機管理課へ（電話 51-3126） 

 

■新しい料理実習室を使った市民大学「男子厨房に入ろう」の講座が始まりました。 

厨房にエプロン姿のおじさんばかり 16 人が入って真剣勝負。「包丁を握ったことがない人」 

と講師の質問に、気まずそうに何人かが手を挙げる。それでも料理実習室狭しと包丁勝負。 

なかなか見ごたえのある光景が約 2 時間。ついに料理が完成。出来栄えに歓声。 

しかし、講師・助手は、ほっと一息！ 初回とあって講師も真剣勝負でした。 

■もう一つ、「童謡・唱歌・流行歌の謎をひも解く講義と歌唱」も第一回目が開催されました。 

  講師から江戸期、明治期のわらべ歌・唱歌の歌詞の意味や歌にまつわる由縁の説明を受 

け、講師の弾き語りについでみんなで合唱。昔話に出てくるような顔で楽しそうでした。「山 

寺の和尚さん」の元歌をみなさん知ってますか？なかなか面白い詩ですね。知らなかった。 

■自主グループの活動も活発に行われるようになりました。上の写真は図書館の利用と自主グループの一部です。左上

から時計回りで、大清水小学校 3 年生の見学会、リフレッシュ体操、高齢者詩吟教室、豊橋みなみ親子劇場、笑いヨ

ガ、ハーモニーグリーン、ヨガサークル美々、図書館風景 となっています。みんな、人生を楽しく過ごしてますよね。 

皆さんも参加したい活動が有りましたら、ミナクルで活動する日をミナクル通信の 3ページ目に 6月の行事予定表が

有りますので、活動日をご確認いただき、自主的にご見学の上、代表者と連絡を取ってください。 

 

  
井沢元彦講師の講演会  ミナクル開館記念講演会として「歴史の見方」につい
てお話が有りました。特に、信長、秀吉、家康の神格化

や朱子学と黒船来航での幕府交渉、吉田松陰や田沼意次

秘話など多彩な事例を取り上げ 

会場を魅了しました。講演の冒頭には 

井沢秘話として井沢さんのお母さんが 

豊橋市のご 

出身である 

ことをお話 

になりまし 

た。これは 

逆説ではあ 

りません。 

南稜地区市民館 活動始まる 

回 

覧 

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 

平平成成２２７７年年６６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 

第
２
号 ため池ハザードマップ公表 

市の農地整備課では、今後発生が予想される大規

模地震等により、万一ため池の堤体が決壊した場合

に、人家等に影響のある農業用ため池について、浸

水想定区域・浸水深・到達時間などを示した 「ため

池ハザ－ドマップ」を作成しました。 

この地域では、植田町の植田大池、新池、待池・

中池の３地域です。平成 27年度には、植田町精

進池、尾池を作 

成する予定。 

ミナクル 1階 

「地域じょう 

ほうひろば」に 

貼りだしました。 

http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
http://www.jma.go.jp/jma/menu/flash.html
http://www.lamo.jp/toyohashi/


 

 

 大清水に初めて本格的な図書館がオープンして１カ月。土曜・日曜ともなると多くの親子連れのみなさんに訪れて

いただいています。子供用の絵本が多いこともあり、親子で楽しんでいただいています。また、雑誌コーナーも充実

していますので、ちょっとしたひとときをゆったりと過ごしていただいています。 

ところで、 

大清水図書館で行われている「おはなし会」を知ってますか？ 

毎月第 1 土曜日の午後２時から“中央図書館読み聞かせボランティア 

の会”の皆さんにより、紙芝居や絵本の読み聞かせを行うのです．午後２ 

時半からは司文庫絵本を使った英語で読み聞かせも実施します。どなた 

でも参加できますので、おうちの方もご一緒にミナクル１階のプレイルーム 

に集まれ!!。 

6 月は、第 1 土曜日の 6 日に加え、第 4 土曜日の 27 日にも開催。 

（英語での読み聞かせは第 1 土曜日のみ）みなさん、待ってますよ。  

なお、7 月と 1 月の第 1 週は図書館休館のため「おはなし会」はお休みです。    
ミナクルの駐車場は、施設横の駐車可能台数が少 

ないこと、駐車場が分散していること、交通規制上 

の問題もあり、少しばかり使いにくくて、ご利用の 

皆様にご迷惑をかけています。 

 自主グループの皆様には、ご協力いただき最初 

から図のＰ1 以外の駐車場をご利用いただいてま 

すが、できましたら長時間利用をお考えの図書館 

利用者の皆様にも、Ｐ2、Ｐ3、Ｐ4 の利用をお願い 

します。Ｐ2 の北側には地元が大切に育てているし 

ょうぶ園が有ります、これから花菖蒲の見ごろにな 

りますので、お花を楽しみながら駐車場の利用にご協力くださいますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月分のミナクル南稜地区市民館行事 
 5月 21日現在 

日 曜 午  前 （９時～） 午  後 （1時～） 夜  間 （5時～） 

1 月       

2 火     ヨガサークル美々 

3 水 大清水校区社会教育委員会 
シニア健康体操 

市民大学トラム「童謡・唱歌を歌う」 
ヨガ 

4 木 ハーモニーグリーン ハーモニーグリーン ヨガ・トユーラ リフレッシュ体操 

5 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)   

6 土 大清水校区自治会 
高齢者詩吟教室 盆栽クラブ 

大清水校区自治会 
  

7 日 空手道育成会 大清水校区自治会 大清水校区自治会   

8 月       

9 火 こだま   ヨガサークル美々 

10 水 
笑いヨガ 

市民大学トラム「男子厨房に入る」 

シニア健康体操 

市民大学トラム「童謡・唱歌を歌う」 
寿楽会 ヨガ 

11 木 
大清水育児サークル  

ハーモニーグリーン 

絵手紙  

シニアパソコンクラブ 

ヨガ・トユーラ  

リフレッシュ体操 

12 金 
和紙ちぎり絵教室 リフレッシュ体操  

アロマベジごはんの会 水彩画ヒカリ 

ポニー(ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ) 

アロマベジごはんの会 
  

13 土 
アロマテラピー ヨガサークル美々  

美楽会 
ダンス 高齢者詩吟教室 豊橋モラロジー 

14 日 空手道育成会     

15 月       

16 火     ヨガサークル美々 

17 水 美楽会 シニア健康体操 Ｚｕｍｂａ ヨガ 

18 木 日本の歌愛唱会   ヨガ・トユーラ キッズダンス 

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

20 土 美楽会 シニア健康体操 ダンス 高齢者詩吟教室   

21 日 空手道育成会     

22 月       

23 火 スマイルハート 稲穂の会 稲穂の会 ヨガサークル美々 

24 水 市民大学トラム「男子厨房に入る」 シニア健康体操 笑いヨガ Ｚｕｍｂａ 寿楽会 ヨガ 

25 木 
大清水育児サークル  

ハーモニーグリーン 

絵手紙  

シニアパソコンクラブ 

ヨガ・トユーラ  

リフレッシュ体操 

26 金 水彩画ヒカリ     

27 土 ヨガサークル美々 高齢者詩吟教室   

28 日       

29 月       

30 火     ヨガサークル美々 

編集後記：開館 1 カ月を経過し、活動が進むと南稜地区市民館に足りないものがたくさんあることがわかりました。筆箱があっても

鉛筆が入ってない状況です。徐々に整備していきたいと思います。それまでご勘弁を!!  「何か活動したい」、という問い合わせ

も多いので、今回から自主グループの紹介も行っていきたいと考えています。グループの方はご協力をお願いします。 

  
平成２７年度（２６年分）の所得・課税証明が必要な方へ 新年度の税証明が取れるようになりました。 
平成 27年 1月 1日に豊橋市内に住民登録のあった方は、平成 26年の 1月から 12月までの所得と、それ

にかかる市県民税の課税証明（平成 27年度証明）が 6月 1日から発行できます。 

＊サラリーマンの方など源泉徴収で市県民税を納められている方は 5月 15日から取得できます。 

申請書を記入される際は、「年度」と「年分」の表示があり、間違えやすいのでご注意ください。 

世帯を分けている方の証明を取る場合は、承諾書（委任状）の原本が必要です。 

窓口に見えた方の本人確認を、運転免許証・健康保険証等で確認させていただきますので、ご持参ください。

25-5106  

大清水図書館 賑わう 

大清水窓口センターからのお知らせ 

ミナクルからのお願い 

Ｐ3  45台 

Ｐ4  13台 

Ｐ1 30台 

 
ミナクル 

 

Ｐ2  67台 


