
豊橋市図書館・田原市図書館連携展示イベント 

『図書館員と書店員が選ぶガチ☆マンガ１００』開催 
豊橋市と田原市の両図書館員及び地域書店員がガチ（真剣）にオススメマンガを選び、一押しコメントを付けたマ

ンガ展を開催します。選者には、両市ふるさと大使である俳優の平田満さん、お笑いコンビオアシズの大久保佳代

子さん、光浦靖子さんに加え両市市長など総勢 100名がマンガ選びに参加しています。 

 

 

 

 

なお、展示期間中、選定者の紹介コメントを掲載したリストを配布します。どの年代の選者がどんな気持ちで読ん

でいたのか楽しみですね。また、会場にて人気投票を開催しますので、展示マンガの中からあなたのお気に入りの

１冊を選んで投票してください。イベント終了後、その結果を公表します。 

このイベントは、田原市との連携事業です。既に田原市中央図書館での開催は終わってしまいますが、渥美図

書館など、それぞれの館の事情の中で展示の仕方・工夫などを見比べるのもいいですね。それはそうと、マンガと

言えば既に子どもから大人まで、幅広い層に支持され、日本の文化として世界で認識されています。平成 29 年の

秋、読書の秋、私たちが育ってきた時代を反映した各年代の「Ｍａｎｇａワールド」に浸ってみませんか！ 

『ええじゃないか１７歳のチャレンジ』宗田理著、角川書店 

今月は毎年恒例、「ええじゃないか豊橋まつり」の開催月ですね。このキャッチ 

フレーズ「ええじゃないか」の原点、「ええじゃないか参り」を題材にした小説が 

こちら。自宅に届いた謎のお札をきっかけに、悠悠館（時習館ではない。笑）高校生たちが、幕末 

のように「ええじゃないか」を流行らせようと画策するのですが、やっぱりどの時代にも邪魔ものもい 

るもので、この邪魔者との対決を楽しむことも、この本の魅力。 

豊橋ふるさと大使の宗田理さんによる豊橋への知識と愛着が表現された一冊です。 

ミナクルいきいき講座『秋編』いよいよ始まる（南稜地区小学生対象） 

昨年に続き、また、夏休み限定講座に続き、この秋も「ミナクルいきいき講座」を開

催することとなりました。開催する講座は、次の３講座です。 

◆歩いて見つけよう「植田の生き物たち」 （全１回）   

◆南高校生とつくる「材料３つで簡単クッキー」（全１回） 

◆見て聞いて体験しよう！地元企業シリーズ武蔵精密工業編（全３回：Ｐ２参照） 

大崎・植田・野依・大清水の各小学校から講座内容が示され、申込用紙が付いて

いるパンフレットが配布されますので、各小学校に１０月１３日（金）までにお申し込

みください。詳細はミナクルにお尋ねください。 

 
 

 

                                                                  
 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平平成成２２９９年年１１００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 
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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 
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図書館コーナー 

 

■ようやく気候のよい時期になりました。１０月は体育の日などもあり、山に出かけたり、スポーツ観戦をしたりと、外で

過ごすことも多くなるのではないでしょうか？でも、「秋に三日の晴れはなし」と言います。台風も顔を出す時期です気

をつけましょう。■写真は、ミナクルで活動する自主グループの皆さんです。これまでご紹介できなかった、また新しく

加わったグループの皆さんです。左上から時計回りに「色育親子サークル」「子連れダンス ZUMBA」「アロマ子育てサ

ークル」「平井グループ」「豊橋女性コーラス」「ラテンズンバヨガ」、花の風景を飛んで「雅楽ワークショップ」、真中が

「郡上踊りを楽しむ会」の皆さんです。■花の写真は「彦坂池に群生するホテイアオイ」です。ミナクルの応援団の方か

ら「ホテイアオイがすごいぞん!」と教えていただき急いで写真を撮りました。去年も咲いていたのかなぁ、と思うと同時

に、みなさんにもぜひ知っていただきたいのでご紹介します。こんなに群生しているのはチョット見ないですからね。 

①  

  次の条件で、楽しくて、創造的で、利用者の皆さんに愛され仲間作りができる仕事です。 

１、勤務は 平成２９年 12月１日～（１年ごとの更新、なお 1年の内に１カ月の休み期間があります） 

２、業務は 部屋の利用受付・貸出、使用料徴収、講座企画・補助、施設管理、各種書類作成等の事務 

３、形態は 午前（8：45～12：45）と午後（12：45～16：45）の交代勤務（採用されますと４人の主事で交代）です。 

４、 休館日は 月曜日と年末年始 

５、給与は  時給８９０円   ※交通費、健康保険、等はありません。 

６、資格は  特にありませんが、パソコン（ワード・エクセル）をよく使います。基本的に使いこなす方を募集。 

７、申込み、問合せは 豊橋市教育委員会生涯学習課 生涯学習推進グループまで履歴書を提出．           〒440-8501 豊橋市今橋町１番地 Tel0532-51-2849 

８、応募期間は 平成２９年１０月３１日（火）までに履歴書提出（必着） 
９、選考方法は 面接によります。面接日は追ってご連絡します。 

募 集 ミミナナククルル南南稜稜地地区区市市民民館館のの主主事事をを１１名名  募募集集ししまますす！！ 働いてみませんか 
本市での展示は次の通りです。 

ミナクル特集コーナー 10/28（土）～12/24（日） 

豊橋市中央図書館   1/4（木）～1/28（日） 

田原市での展示は次の通りです。 

田原市中央図書館 8/5（土）～10/1（日） 

田原市渥美図書館 10/4（水）～10/22（日） 

 司 書 が 

贈 る 

今月の 1冊 

こんなに可憐 

彦坂池のホテ

イアオイ群落 

今年のミナクルいきいき講座（前期）では、一つの実験事業を行いました。市の生涯学習課事 

業は、対象年齢層が必然的に決まる事業が多いのですが、今回は小学生を対象にしたミナク 

ルいきいき講座に、大人や高齢者にも参加いただき子どもたちと一緒の会場で楽しんでもらう 

「子どもと大人の融合事業」を実施しました。タイトルもＴＶで放映されている 

「世界の果てまでイッテＱ」をもじって、「世界の果てまでイッテＱきました」と 

いうもので、日本からすれば世界の果て、南極・北極圏・アンデス・パミール・ 

ボルネオ、そしてピースボートでの世界一周などのスライドショーで知っても 

らう事業です。世界の果てを知りたい子どもたちは多いのではないか、と思っ 

ていましたが、残念ながら子どもたちの参加数を圧倒するように大人の方が 

多く、しかも多くの大人の皆さんが毎回参加でした。今回は思惑通りいきま 

せんでしたが、昨年の「七つ星トレイル事業」、今年のこの事業、来年も何かを考えてみたいと思います。乞うご期待！ 

④  
世界一周をした中西さん 



 

 

 

その 1、災害に備えた「防災頭巾づくり」で気持ちを高めよう 

 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３０分開催、多目的室。講師：防災ボランティアコーディネーターの会 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。申し込み締め切り１１月１２日（日）まで、定員、３０

組、応募多数の場合は抽選。申込はミナクル南稜地区市民館。詳しくは、ミナクルのチラシをご覧あれ。 

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、赤ちゃん・ベビーマッサージおためし教室 

 お母さんの優しい手、赤ちゃんはいつも待ってるんですよね。さする、あてる、なでる、 

そして抱っこ！ 毎日の赤ちゃんとのふれあいが、実はお母さんの「困ったわぁ」を最小限 

にしてくれるのではないでしょうか。歌に合わせたマッサージやふれあい遊びなど体験事 

業に参加しませんか？ 対象は３カ月～１歳未満の赤ちゃんとそのお母さん。持ち物は 

バスタオル、お母さんと赤ちゃんの飲み物。午後１２時～１３時、多目的室。講師は、 

大清水育児サークルの横地友佳さん。申し込み締め切り１１月１２日（日）まで、定員 10 組、応募多数の場合は抽

選。なお、予防接種後２４時間以内の赤ちゃんは参加できません、ご注意を。申込はミナクル南稜地区市民館。詳

しくは、ミナクルのチラシをご覧あれ。 

 

その３、体験工作道場・絶対楽しい「クルマのキーホルダーづくり」 

大崎、植田、野依、大清水の南稜４小学校５．６年生児童限定事業で失礼します。武蔵精密工業ｋ.ｋ.が地域貢

献としてこの地域の児童のために開催する３回連続事業です。その最初の工作教室をミナクルまつりのインナー

事業として午前１０時３０分～１１時３０分で開催します。 

３Ｄプリンターで作成した荒削りの車の模型をきれいに磨き完成する事業です。 

この事業の２回目は車の動く秘密を探る教室、３回目武蔵さんの工場を武蔵さ 

んの制服を着て見学します。子どもたちもイッパシの社会人のようです。 

なお、この事業への申し込みは、４小学校から配布されるパンフの中の申込 

用紙で、各小学校に申込が必要です。詳細は、１０月末ごろ４小学校から配布されるパンフをご覧ください。 

 

ミナクル内窓口センターの 受付場所についてお願い 

「受付はどこなの？」「並ぶ場所がわからないわ。」 
という市民の声がありましたので 

カウンターの中央床に赤で STOPの表示をしました。 

申請書を記入された方は STOPの位置でお待ちください。 

順番に受付をし、番号札をお渡しします。 

「ちょっと聞きた事があるだけど・・・。」 と言われる方についても 

STOPの位置でお待ちください。順番にお伺いします。 

「ちょっとだけ」が人によっては長いお話になる場合があります。ご理解ください。 

窓口センターコーナー   

  

 

 

   

 

日 午  前 （９時～） 午  後 （１時～） 夜  間 （５時～） 

1 日       

2 月       

3 火 

愛唱会 みんなでジャズダンス 

幼児ふれあい教室 もりもりクッキング 

ゆたかヨガサークル ヨガサークル美々 

4 水 ラテンズンバヨガ 笑いヨガ バレトンサークル ヨガサントーシャ 

5 木 ハーモニーグリーン  さくら草 バレエエクササイズ  茶道の会   ヨガトゥーラ リフレッシュ体操 

6 金 リフレッシュ体操  オカリナライリッシュ 手まり作り  シニアネッットパソコン  ポニー   

7 土 ヨガサークル美々 アロマテラピー 高齢者詩吟 盆栽クラブ 美楽会   

8 日 スペイン語教室 空手道育成会 大清水育児サークル  平井グループ   

9 月       

10 火 幼児ふれあい教室  ヨガアムリタ  みんなでジャズダンス 寿楽会 ヨガサークル美々 

11 水 笑いヨガ ラテンズンバヨガ   バレトンサークル ヨガサントーシャ 

12 木 ハーモニーグリーン  和紙ちぎり絵 アロマ子育てサークル 南稜絵手紙  さくら草 ヨガトゥーラ  

13 金 リフレッシュ体操  水彩画ひかり 着物日和  ポニー 郡上おどりを楽しむ会 

14 土 ヨガサークル美々  高齢者詩吟  美楽会   

15 日 空手道育成会     

16 月       

17 火 

幼児ふれあい教室 茶道の会 のぞみの会 

ヨガアムリタ みんなでジャズダンス 

ゆたかヨガサークル  大清水育児サークル ヨガサークル美々 

18 水 美楽会 ラテンズンバヨガ 笑いヨガ バレトンサークル  ヨガサントーシャ 

19 木 愛唱会 バレエエクササイズ さくら草   ヨガトゥーラ 

20 金 オカリナライリッシュ リフレッシュ体操  ヨガサントーシャ 合同補導会議 手まり作り シニアネット ポニー   

21 土 ヨガサークル美々 おやこのアトリエ「ポッシュコロレ」 高齢者詩吟   

22 日 スペイン語教室  空手道育成会     

23 月       

24 火 

幼児ふれあい教室 茶道の会 ヨガアムリタ  

みんなでジャズダンス 

ゆたかヨガサークル  寿楽会 ヨガサークル美々 

25 水 いきいきコーディネーター会議  笑いヨガ ラテンズンバヨガ 着物日和  バレトンサークル 

26 木 東三河鉄構会  さくら草 東三河鉄構会  南稜絵手紙 東三河鉄構会  ヨガトゥーラ 

27 金 リフレッシュ体操 水彩画ひかり 脳の若返り教室 郡上おどりを楽しむ会 

28 土 ヨガサークル美々 プログラミング プログラミング  美楽会 高齢者詩吟 プログラミング教室 

29 日 空手道育成会     

30 月       

31 火 ヨガアムリタ  みんなでジャズダンス ゆたかヨガサークル ヨガサークル美々 

 

編集後記：台風 18 号が過ぎると、秋らしい天候が顔を見せています。この夏の暑さにはミナクルの緑のカーテンも惨敗。３

年頑張りましたが、そもそも緑のカーテン設置用に施設が考えられていないことが、やっぱ一番かな。さわやかな秋からは、

受験やテストに向けた学生がミナクルにあふれます。ミナクルまつりもいきいき講座もあり賑やか、でも秋のつるべ落とし、遠

くからの高校生はもちろん小中学生も、暗くなったらなるべく早めに帰途について欲しいと職員は心配しています。 

グループ名は簡略化している場合があります 平成２９年 10 月予定   9月 21日現在 

② 
③ 

休       館       日 

休       館       日 

休       館       日 

休       館       日 

休       館       日 

１１月１９日 ミナクルまつり インナー事業 ３題   募集します。 
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