
 

 

「材料３つで簡単クッキー」づくり  ひと味違うよ！ 

今年も、愛知県立豊橋南高校生と一緒にクッキーをつくります。 

小麦粉と砂糖、それに内緒の○○○○○の３種類の材料でできちゃうんですねぇ。 

簡単で高校生とおしゃべりしながら作るのでとっても楽しい「クッキーづくり」だよ。 

大崎・植田・野依・大清水小学校の４～６年生の皆さん、参加してください。 

きっと楽しいですよ！ 

 日時：２月１６日（土） 午前１０時～１１時３０分 会場：ミナクル料理実習室 

 講師：豊橋南高校生徒     費用：一人 ２００円 

 定員と申込： 先着２０人 １月２９日（火）からミナクル南稜地区市民館で受付開始 

 

 

「親子で専用のイス 
をつくろう」  

日時：２月２４日（日）  

午後２時～３時３０分  

会場：ミナクル工作実習室 

講師：老津木工有限会社 

の皆さん 

対象：小学校４年生以上 

の親子で、親や保護者も作れます。 

定員と申込： 先着１０組   ２月５日(火)から 

ミナクル南稜地区市民館で受付開始 

費用（イスキット）： 子ども用 Ｓ：３０００円   

Ｍ：４０００円 Ⅼ：４５００円  参加料は無料 

●イスの大きさは２月中旬からミナクル内に展示します

ので選んでください。 

●丸みのある形と三河材のやさしいぬくもりがいい。保

護者の皆さんと一緒につくると、楽しくて笑顔いっぱ

い。さらにぬくもりが高まります。楽しい時間を過ごし

ましょう。 

 

 

「ステンドグラスで 
小物入れづくり」 

 日時：３月２３日（土）  

午後１時３０分～４時   

会場：ミナクル工作実習室 

講師：「とよはしの匠」 

ステンドグラス職人 

     山田 信治さん 

対象：小学校４年生以上の親子(保護者可)、 

作る小物入れは１０個。 

定員と申込： 先着１０組 ３月５日(火)から 

ミナクル南稜地区市民館で受付開始 

費用：ステンドグラス小物入れ 1 つ１５００円   

持ち物：ハサミをお持ちください。 参加料無料です。 

●その道で突き抜けた技（わざ）を持つ人が「とよはし

の匠」に選ばれています。今回はステンドグラスづくり

の達人をお招きし、「あなただけの宝物」としての「ス

テンドグラス小物入れ（トレイ）」をつくります。 

ものづくりって楽しいですよね。 

印鑑登録をされた方、「印鑑登録証（カード）」 は大切に！ 

◆登録をされた方には印鑑登録証（カード）をお渡ししています。 

◆相続や車の購入などで印鑑証明書が必要な場合は必ず印鑑登録証（カード）をご持参ください。 

◆印鑑登録証（カード）を無くしたかな？ と思っても、今一度よく探してください。紛失したと思って廃止をした後

に、家族が保管していたりして見つかることがあります。 

◆廃止したカードは使えません。 

◆新たに登録しなおす必要があり、即日登録できない場合もありますので、大切に保管してください！ 

明けて新年は、比較的穏やかな日々が続き、成人式も快適な中で進められたのではないでしょうか。これからどのよう

な気候をプレゼントしていただけるのかわかりませんが、冬には冬の楽しみとして、乾燥した空気が星座を一際（ひときわ）

きらめかせるのもこの時期だ。夜空にはハッキリとオリオン座が輝き、その一角ペテルギウスからシリウス、プロキオンと

冬の大三角形が形成され、弧を描くようにふたご座、ぎょしゃ座と続き見上げる楽しみがある。■そして、5・60 歳代以

上の方なら星空の中を滑る旅客機の明かりを見て思い出すでしょう、深夜、ラジオから流れる城達也の「ジェットストリー

ム」を。そのラジオ放送が流れたのは 1970 年代、その頃は海外旅行が身近になりつつある時代で、きっといつかは海

外にと思ったはずです。■そう、その思いを強くしたのが 1959 年からテレビ放映された「兼高かおる世界の旅」で、あ

の国に行きたい、この国で食事をしたい、と日曜日の朝に思った人が多いのではないだろうか。海外渡航が当たり前

になった今では考えにくいかもしれませんが、海外・外国という耽美な世界に誘われたものでした。■2019 年は、平成

から新元号に移り、新しい空気に触れる間もなく、10 月には消費税が 8％から 10％に上がる予定だとか・・・。海外か

らの外国人の来日は、観光目的・労働目的などその目的は多彩に今後も増加していくと考えられるが、私たちの海外

への旅立ちは果たして増加していくのだろうか？少し危惧される。■でも、ミナクルでのスペイン語講座（全 24回）では

すでに 20 回を数えていますが、毎回 20 人程が学習している。海外でのコミュニケーションでは私たちが住んでいるこ

の南稜地域を知り、こんなところだと説明できることが求められると聞く。ぜひ、南稜の好きなところを教えあうことで情報

をたくましくしていってほしいと思う。その情報をミナクルにお持ちいただき、ステキな情報を拡散しようではありません

か。■上部のポスターは、元気いっぱい、ミナクルで活動する自主グループ作成の紹介ポスター。上段左から「ミックス

ベリー」「絵手紙教室」「リフレッシュ体操」「ヨガアムリタ」下段左から「ハーモニーグリーン」「子連れダンスＺＵＮＮＢＡ」

「バイブルスタディ」「手まりづくりの会」です。昨年 11 月の第 4 回ミナクルまつりに掲示されたポスターです。 

   
「南高校」と「ミナクル」との連携講座  

写真は昨年の様子 

ミナクル いきいき ＤＩＹ教室  

 窓口センターコーナー 
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①  昼間の主事さん１名募集中。中面：２ページをご覧ください 

④  



大人にも「児童書のススメ」 
今年は、新しい天皇が即位される事に関連して国民の祝 

日・休日がいつもより多い 1 年になりますね。なんとゴール 

デンウィークは 10 連休になる人もいるとか。ところで、皆さん 

は「国民の祝日」が年に何日あるのか、その名称はご存知で 

しょうか。最初に国民の祝日が定められたのは、1948（昭和 

23）年でした。この当時は 1 年間で 9 日でしたが、2016（平 

成 28）年現在では合計 16 日になっています。こうした情報 

を児童書『1 年まるごと今日はなんの日？国民の祝日』で確 

認すると、大人の私たちも“ナルホド”とうなずいてしまいます。 

知っているようで聞かれるとはっきり答えられない事が児童 

書には分かりやすく書かれているからです。ぜひ、普段見る 

ことのない児童書のページを開いてみたらいかが！ 

「まるで童話のような、世界のかわいい村と美しい街」 

パイ インターナショナル 

肌寒い日が続く今日では、外に出る事 

を少し躊躇してしまう日もあるかもしれま 

せん。そんな時もこの本をめくれば、室 

内にいながら遠い異国の地を旅する事 

ができます。幻想的な風景から、「赤毛 

のアン」など実際に物語の舞台になった 

場所や、映画「ハリー・ポッター」のロケ地になった場所

も紹介されています。あなたのお気に入りの場所が見

つかるかもしれません。ちょっとした卓上旅行してみま

せんか？それは、おとぎの国に迷い込んだかのように! 

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

1 金 
オカリナライリッシュ リフレッシュ体操  

ヨムイク 

ポニー 手まり作りの会   

2 土 
男の料理 アロマテラピー  

らく楽川柳の会 

詩吟教室 美楽会 少年少女合唱団父母会 おはなしのへや  

3 日 芦原校区健康推進委員会 空手道育成会     

4 月 * *  休   館   日  *  * 

5 火 ハッピースマイル ヨガアムリタ 寿楽会 ヨガサークル美々 

6 水 子連れダンス ZUMBA   バレトンサ－クル ヨガサントーシャ 

7 木 ほっぷ ハーモニーグリーン バレエエクササイズ  ヨガトゥーラ 

8 金 リフレッシュ体操 ポニー 漣会 郡上おどりを楽しむ会 

9 土 ヨガサークル美々 詩吟教室 美楽会 ダンスサークル 

10 日 芦原校区健康推進委員会  スペイン語 空手道育成会     

11 月 * *  休   館   日  * * 

12 火 草笛の会 ヨガアムリタ みんなでジャズダンス     ヨガサークル美々 niccoナンバー 

13 水 笑いヨガ 子連れダンス ZUMBA   バレトンサ－クル ヨガサントーシャ 

14 木 ハーモニーグリーン 和紙ちぎり絵 南稜絵手紙 ヨガトゥーラ 

15 金 
オカリナライリッシュ  メガペトロ㈱ 

リフレッシュ体操  

メガペトロ㈱ 合同補導会議 ポニー 

手まり作りの会  

主任児童委員 メガペトロ㈱ 

16 土 
ヨガサークル美々 南高校生とクッキーづくり こじか子ども園保護者会 こころん 美楽会 

外国のおはなし 

 

17 日 空手道育成会 漣会   

18 月 * *  休   館   日  *  * 

19 火 ハッピースマイル 子連れダンス ZUMBA ヨガアムリタ 寿楽会 ヨガサークル美々 

20 水 美楽会 ミナクル赤ちゃん   バレトンサ－クル ヨガサントーシャ 

21 木 バレエエクササイズ 愛唱会 東三河鉄構工業会 東三河鉄構工業会 東三河鉄構工業会 ヨガトゥーラ 

22 金 リフレッシュ体操 ポニー 郡上おどりを楽しむ会 

23 土 ヨガサークル美々 詩吟教室 ダンスサークル 

24 日 スペイン語 空手道育成会 メガペトロ㈱ 親子で専用のイスをつくろう メガペトロ㈱ 

25 月 * *  休   館   日  *  * 

26 火 草笛の会 ヨガアムリタ   ヨガサークル美々 

27 水 
食改さんのヘルシークッキング 

ZUMBA 笑いヨガ 

食改さんのヘルシークッキング バレトンサ－クル  

ヨガサントーシャ 

28 木 ハーモニーグリーン 南稜絵手紙 ヨガトゥーラ 

司 書 が 

贈 る 

今月の1冊 

 

  ミナクル図書館コーナー ◆休館日は毎週月曜日と第 4金曜日 

～「圧倒的な甘藍畑」と「23号バイパス」、そして「彦坂池」～ 

   ミナクルの西側、県道東赤沢植田線 

（赤沢街道）の西から田原街道に至 

るあたりまで、一段低い位置に広がる畑地は大清水町字彦坂と 

いう。冬のこの時期、その一面は見事にキャベツ畑となっている。 

キャベツは外側の葉をめくると鮮やかに薄い黄緑色になるが、畑 

で成長した大きく広い葉を持つキャベツは、冬空の影響か、緑と 

は言い難いほど少し「すすけ」「くすんだ」藍色ともいえるのだろう 

か。そんな色が一面に広がるキャベツ畑。 

昭和の時代にはキャベツは甘藍（かんらん）とも呼ばれていた 

理由がわかるような気がする。 

ミナクルから 23号豊橋バイパスの向うにある三ヶ根山の山並みを遠く望みながら、北西から吹上げる寒風に立ち向か

うように散歩すると、身も心も引き締まった感じになる。皆さんも“寒風にうち勝つ散歩道”と認定したい思いで歩いて

みませんか。鍛えられるかも。でも、この風が彦坂池を通り、池に繁茂する草の種を伴ってミナクル内に吹きすさぶの

には、チョット困っているんだよなぁ・・・ 

 ところで皆さん、この広大な甘藍畑は、なんと元禄 13（1700）年、大清水校区が誕生するはるか昔、吉田藩により開

墾され、植田、野依、大崎の人々が耕作していたという。その後の明治 39（1906）年、豊橋市内の第一号の土地改

良事業として耕地整理が行われるとともに元々あったため池も整備し、ミナクル横の位置に彦坂池として明治 42

（1909）整備されたという。現在では、豊川用水により耕作が続けられているが、現在の道路がため池「彦坂池」の堤

防の役割を果たし、畑に導水していたことは甘藍畑側の歩道を歩くと手に取るようによくわかる。皆さん、ミナクルに来

られた時、一度歩いてみてはいかがだろうか、この秋に大清水の町民によって、シバザクラなどが彦坂池の周りに植 

えられている。その時期もよいかもしれない。 

※参考文献：「大清水校区創立 50 周年記念誌：大清水の絆」、「豊橋整地事業誌」「校区のあゆみ・植田」 

南稜の散歩道 平成３１年 ２月  予定 グループ名は簡略化している場合があります 1月 18日現在 

編集後記：新しい元号を迎える今年、時の流れの速さを感じるのは皆さんも同じではないでしょうか？そんな中、兼高かおるさ

んの訃報に接し、今号ではいささか若い頃を思い出してしまいました。そしてまた、更に過去の偉業がこの南稜地域で行われ

たという事実がミナクルのすぐ横にあったことがわかりました。ふと見た風景が、先人の努力で形成され今に至っていることもわ

かりました。またそのことを伝える努力があることにも敬服する 1 月でした。 
③  

愛知県知事選挙、期日前投票会場（第 1会議室）8:30～20:00 

愛知県知事選挙、期日前投票会場（第 1会議室）8:30～20:00 

ミナクル南稜地区市民館「昼間の主事さん」１名募集中 詳細は「南稜地区市民館」 ☎0532-26-0010 まで 

勤務は 平成 31年 4月～ (1年ごと更新、1年の内に 1カ月の休み期間があります)  

      午前(8：45～12：45) 午後(12:45～16：45)の交代勤務。採用されると 4人の主事で交代勤務です。 

休館日 月曜日と年末年始    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。 

給与は 時給 920円  ※交通費、健康保険等はありません。業務の内容等は南稜地区市民館へお尋ね下さい。 

2月 7日(木）までに履歴書をミナクル南稜地区市民館にご提出ください。     豊橋市生涯学習課より 

入り口正面の「地域じょうほう広場」では、２月中ミナクルで活動する自主グループの作成したＰＲポスターを掲示。ぜひご覧ください。 

② 

１８歳  そうだ  選挙  いこう 


