
 

■この地域の梅雨入りは平年並みでした。梅雨は、春から夏に移行する過程で、その前後の時期と比べて雨が多くな

り、日照が少なくなる季節現象だそうです。それにしても九州南部では記録的な大雨で、土砂災害に厳重な警戒が必

要となっています。一方で、東三河では梅雨に入っても大きな雨はなく、東三河の水がめ宇連ダムの貯水率は 50％

を切っています。梅雨明け後の盛夏期に必要な農業用の水等を蓄える重要な時期なので、この地域の農作物の生育

が心配になりますし、ミナクルの芝生や、植樹した桜などが枯れないように願ってます。 

■ミナクル「地域じょうほうひろば」の新聞・雑誌・情報コーナーでは、１００種類以上の雑誌や新聞１０紙が配置され、待

ち時間も楽しめ、いつも賑やかです。これから暑い時間のクールスポットにもなります。気軽にお出かけください。 

■上の写真を紹介します。上中央から時計回りで、空手道育成会、シニアネットパソコンクラブ、オカリナライリッシュサー

クル、沖縄緋寒桜の植樹風景、アロマテラピーの会、そして館内の吹き抜きを活用して飾った特大七夕飾りを２点。

子供からお年寄りまで短冊に記入し飾っていただきました。そして、中央には整然と並んだミナクル自転車置き場の光

景です。学生さんたちもきれいに使っていただいています。 

■七夕が過ぎ、梅雨が明けるともう盛夏、ミナクル東側は太陽が燦々と降り注ぎ、暑～い毎日となります。ミナクルでは少

しでも、涼やかに過ごしたいと、エアコン以外に工夫をしました。東側に市の温暖化対策室の協力をいただき緑のカー

テンを設置しました。ゴーヤーです。これから成長しカーテン状に広がり、緑陰のミナクルを想像してます。 

大崎村歴史探索マップ 
◆南稜地区は大崎、野依、植田、大清水の各小学校区で構成され 

ていますが、今回、平成８年に「大崎文化保存会」が大崎地域の歴 

史をマップにまとめた「大崎村歴史探索マップ」を紹介します。 

◆大崎には、弥生時代から人々が定住したと考えられ、室町～戦国時代 

に築かれた大崎村古城や戸田氏の大崎城の跡も残っています。お葉付 

公孫樹(おはつきイチョウ)の龍源院など他にも大崎の歴史をひもとくスポット 

が点在してます。 

◆この夏、大崎村歴史探索マップを見ながら大崎校区を探索し、それぞ 

れの由来を知り、大崎町・船渡町の、海辺ゆえに蓄積した歴史に触れ、 

大崎校区歴史博士になってみてはいかがでしょうか。◆来夏に東三河で 

開催されることが先日決まった「海フェスタ」に何か提案できるといいです 

ね。◆ 地図は、ミナクル「地域じょうほうひろば」に貼り出しましたので 

お問い合わせください。 

          6月 6日 ミナクルの芝生広場に桜の記念植樹 

これまでの南稜地区市民館の西側にしょうぶ園 

があった頃、沖縄緋寒桜も植わっていました。 

ミナクル建設工事に伴い撤去されましたが、二代 

目の沖縄緋寒桜をミナクル開館の記念に、芝生 

広場でのびのびと育ってもらおう、と今回の記念植樹となりました。 

この桜はソメイヨシノより早く、2月から 3月にかけて咲き、色合いも 

濃い目の桜です。大清水町在住の伊藤寛治さんが育てた沖縄緋 

寒桜を寄贈いただき、植樹の手配も進めていただきました。６月６日の土曜日、ちょうどミナクルに来館していたみな 

さんに植樹を手伝っていただきました。ありがとうございました。 ミナクルのシンボルとして成長を見守りましょう。 
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★体操で若返り教室  開催  身体、動かしてますか？！  
人は、運動することで、元気だ、幸 

せだ、と感じやすくなると言われて 

います。つまり、運動するほど人生に満足 

できるようになる、ようです。 

あなたも、運動で若返り、幸せを感じませんか？ 

「体操で若返り教室」は 

日 時：７月１４日（火）午後１時３０分から３時まで 

会 場：ミナクル 2階 第 1第２多目的室 

対 象：65歳以上のみなさん 

申込：南部地域包括支援センター Tel25-7100へ。 

前日まで申込を受付けますが、参加者多数の場

合は、お断りする場合があります。 

持ち物：お茶等飲み物  参加料は無料です。 

6月 6・7日とミナクル北側 

でしょうぶ園まつりが開催さ 

れました。天候もまずまず 

で、多くの観客や写生をす 

る大清水小学生で賑わいま 

した。 写真はショウブの前 

で元気よく演舞してくれた、しょうぶ太鼓のみなさんです。 

豊橋南高等学校に待望のキャラクター「みなみん」登場 

全校生徒の応募デザインの中から選考された、スクールキャ

ラクターが誕生しました。 ミナクルで聞いた生徒の感想は 

「かわいいよぉ!!」でした。 

なお、同窓会 17･18回生がバッ 

クアップされたそうです。ヤッタ!! 

生みの親（2年生高橋さん）と校長先生と 



 

大清水図書館では、赤ちゃん向けおはなし会「ミナクル赤ちゃん」を６月１７日（水）11時からスタートしました。 

手遊びやわらべ歌、絵本の読み聞かせなど赤ちゃんと保護者の皆さんがふれ合いながら楽しんでいただけるひと時をお

過ごしいただけたらいいなと思っています。 

第 1回目の 6月 17日は、予想を超える約 50組の赤ちゃんとママたちが参 

加してくださり、とってもうれしかったのですが、会場のプレイルームは、超満 

員となり、参加された方には窮屈な思いをさせてしまいました。 そこで、7月 

からは、同じ内容で 2回開催とすることにいたしました。 

「ミナクル赤ちゃん」は、１歳半ぐらいまでの赤ちゃんを対象としていますが、 

お兄ちゃんやお姉ちゃんもご一緒に参加いただけます。 

このおはなし会は、図書館職員とボランティアのみなさんにも参加もいた 

だきながら楽しい会にしていきたいと考えています。  

さあ、パパさん、ママさん、赤ちゃんとご一緒に第 3水曜日は、ミナクルプレイルームへ GO！GO！GO！ 

  大清水図書館のおはなし会 定期開催案内 

おはなし会＋英語での読み聞かせ 第 1土曜日 PM2時から（ただし 7月と 1月はお休み） 

ミナクル赤ちゃん 第３水曜日 AM10時 30分からと 11時からの 2回 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月分 ミナクル南稜地区市民館の行事 
 6月 20日現在 

日 曜日 午  前 （９時～） 午  後 （1時～） 夜  間 （5時～） 

1 水 こじか保育園ふれあいあそび シニア健康体操 ｚｕｍｂａ(ラテン系体操) 

2 木 ハーモニーグリーン   リフレッシュ体操 ヨガトユーラ 

3 金 リフレッシュ体操 オカリナライリﾂシュ ポニー（フォークダンス）   

4 土 シニア健康体操 ヨガサークル美々 
盆栽クラブ 高齢者詩吟教室 

 ヒップホップダンス 
  

5 日 料理クラブ     

6 月       

7 火     ヨガサークル美々 

8 水 
トラム「男子厨房に入る」  コスモス２４ 

笑いヨガ こじか保育園ふれあいあそび 
シニア健康体操 ｚｕｍｂａ(ラテン系体操) 寿楽会 

9 木 ハーモニーグリーン 絵手紙 和紙ちぎり絵教室 リフレッシュ体操 ヨガトユーラ 

10 金 リフレッシュ体操 水彩画ひかり ポニー（フォークダンス）   

11 土 
シニア健康体操 平成書道連盟 

生活クラブ  美楽会 
高齢者詩吟教室 ヒップホップダンス   

12 日 空手道育成会     

13 月       

14 火 アロマベジごはんの会 こだま 
アロマベジごはんの会  

体操で若返り教室 
ヨガサークル美々 

15 水 
美楽会 大清水育児サークル       

豊橋みなみおやこ劇場 
シニア健康体操 ｚｕｍｂａ(ラテン系体操) 

16 木 日本の歌愛唱会   リフレッシュ体操 ヨガトユーラ  

17 金 リフレッシュ体操 オカリナライリﾂシュ ポニー（フォークダンス）   

18 土 
シニア健康体操 平成書道連盟  

ヨガサークル美々 
高齢者詩吟教室   

19 日 空手道育成会 豊橋珠算連盟     

20 月       

21 火     ヨガサークル美々 

22 水 
トラム「男子厨房に入る」  

養護教諭研究会 笑いヨガ 
保健組合 寿楽会 保健組合 

23 木 ハーモニーグリーン 絵手紙 リフレッシュ体操 ヨガトユーラ 

24 金 リフレッシュ体操 水彩画ひかり ポニー（フォークダンス）   

25 土 シニア健康体操 ヨガサークル美々 高齢者詩吟教室   

26 日 空手道育成会     

27 月       

28 火     ヨガサークル美々 

29 水   シニア健康体操   

30 木 ハーモニーグリーン   リフレッシュ体操 ヨガトユーラ 

31 金 リフレッシュ体操 オカリナライリﾂシュ ポニー 合同補導会議 合同補導会議 

編集後記：今回は、ひょんなことから大崎の歴史マップをご案内できました。これからも、地域の情報も集めお知らせしていきた

いと思います。野依校区、植田校区、大崎校区、大清水校区のみなさん、オモシロ情報、歴史秘話、自然の情報、注意情報な

ど寄せていただければ、必要に応じ取材もしてミナクル通信で情報提供したいと考えています。公民館ですから・・・ 

 
豊橋市役所では、市民のみなさんに満足していただける窓口サービスを日々心掛けております。  

新しくなった大清水窓口センターはいかがでしょうか？ 窓口サービスの更なる充実・改善をしていくた
め、お手数ですが、“2～3分程度”で済みますのでアンケートにご協力いただきますようお願いいたします。 

◆アンケート実施期間  ７月１日（水）～７月３１日（金）                  （問合せは、電話：25-5106） 

大清水図書館 「ミナクル赤ちゃん」開催 

大清水窓口センターからのアンケートにご協力をお願いします 

５月末から６月にかけて高校、中学ともにテストの月でし 

た。テストを控え、ミナクルの学習室は連日満員で、１日に約 100

人も利用者があり、利用されていない会議室を開放もしました。学生のみなさん頑張った結果が出たでしょうか。ところ

で、テスト期間中の学生諸君の利用についてお願いです。学習室内での注意事項として以下のことがあります。 

飲み物は、ペットボトルや水筒などフタつきの飲み物に限定しています。お菓子や弁当を食べることはできません。

また、室内での私語は慎んで静かに利用すること。ゴミは持ち帰ること、などがあります。席数は限られていますが、場

所取りだけをして部屋の外に出たり入ったりす 

る学生、室内でお菓子を食べたり、話をして他の学習 

者に迷惑をかける行為が目立ち苦情もありました。 

学習室は、学生だけでなく一般の大人の人も活用 

します。学生のみなさんも気配りをして、一人ひとりが 

静かに学習できる環境づくりに協力をお願いします。 

なお、図書館内では自分の本、教科書だけを活用 

した学習利用をお断りしています。 

ミナクルからのお願い 

ミナクル駐輪場に学習室利用の自転車が一杯、でもきれい。 

6月 17日の「ミナクル赤ちゃん」の様子 


