
6 月 18 日と言えば、昨年のこの日大阪府北部地震で高槻小学校児童がブロック塀の倒壊により命を落としたのは記

憶に新しい。そして 1 年後の今月の今日（6/18）、今度は山形県沖で地震。新潟県村上市で震度 6 強。揺れは大き

い。昨年秋には北海道胆振東部地震とたて続きだ。■気象もおかしい。台風、豪雨、ヒョウ、そして豪雪もある。日本列

島なんでもある状態だ。気象庁のこの夏の予想では強い勢力の台風が近づきそうだ。なんでもペルー沖の海面の水

温が高いようでエルニーニョ現象が続いており、こういう夏には太平洋高気圧の張り出しが弱く、台風接近に加え梅雨

時の大雨、夏のゲリラ豪雨に注意が必要という。■既に夏、夏休みの旅行計画をもう立てている人もいると思われる

が、ワクワクする気持ちの一方で、少しだけでも備えをしておいたほうがよさそうだ。子どもたちは旅行に行く前に、夏休

みの宿題・課題を進めておこう。この夏もミナクルでは夏休み教室を実施（4 面参照）するので、愛大生・南高校生に応

援してもらい宿題やポスターなどを早めにやっつけよう。大人の皆さんもミナクルはクールシェアスポットになっているん

で、涼みながら過ごしてみませんか。■上の写真は、上段が自主グループでこの夏には着たい「浴衣倶楽部」、コーラ

スの「ハッピースマイル」、料理研究の「ママサークル」の皆さん。中段・下段は 2 面で紹介した“建築物から探る豊橋の

近現代”の現地見学の様子。左は公会堂、中は愛大の第１５師団の遺構、右は植田２区のよくぞ残してくれた旧稚蚕

共同飼育所（現公民館）。■7・8月も、4面の講座をはじめ様々な取り組みをしますのでぜひお訪ねください。 

今夏の「ミナクル夏休み教室」は、以下の内容です。 

     

■◇夏休みの宿題をやっつけちゃおう 

７月２３（火）～２７日（土）  午後２時～３時３０分   

愛大生と南高校生が応援してくれるので、宿題をやり切っちゃおう！ 
７月２７日は、３時 1０分頃から「防災訓練」を行うよ。 

シェイクアウト訓練や消火器訓練をお母さんお父さんと一緒にやってみようね。 

■◇南高校生と一緒にポスターづくり   

７月２５(木)・２６日（金）  午後２時～３時３０分 

  お兄さんお姉さんと一緒に楽しいポスターづくりだ！! 

この夏も「ミナクル」で楽しく、がんばっぞ！ 
参考図書「ほの国通信足かけ十年」について 
「ほの国通信」は東三河の生活に密着した「特集」、地域を掘り下げた

「道草物語」、自然を調べた「ほの国自然館」、こぼれ話の「ほ 

の国漫歩手帳」、祭礼と生活の「ふるさと歳時記」で構成され、 

現在の東三河広域連合の前身組織で毎年２回発行していま 

した。延べ１０年に及ぶ取り組みを「ほの国通信総集編として」 

１冊にまとめたオールカラー342頁の本です。 

    この本をテキストとして無料で配布いたします。  ①  
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ミナクルスペシャル講座 

ほの国・東三河をひも解く講座がやってきた。 

あなた！ご出身はどちら？ 東栄？渥美？ 

日本列島のちょうど真ん中。奥三河の山々から

平野部を経て渥美半島の海辺まで風土の変化

に富んだ東三河。そこは「文化・自然・交流」が絶

妙にバランスした郷（くに）です。でも、私たちはど

れだけ東三河を感じているのでしょうか？ 

一度、過去から未来に向けて東三河学をひも 

解き、思い出してみませんか！ 

 

●定員：40人 受講料：1500円   

●参考図書「ほの国通信総集編」を活

用（参加者の皆さんには無料配布） 

●ほの国スピーカー 

  ほの国通信編集者 永田 修、 

中西 正、そしてミナクル館長の３

人、と会場の皆さん（ほの国通信を

見ながら話をはずませましょう） 

申込：８月 10日（土）まで。ミナクル南稜

地区市民館 ☎0532-26-0010へ。 

応募多数の場合抽選となります。 

 

日  程 :8/25 9/1 9/8 いずれも日曜日 13時 30分～15時 

テーマ ：№1 ほの国の 言葉、生活、文化   

№2 ほの国の 自然、道・水、生業（なりわい）  

№3 ほの国の 暮らし、まつり、人びと 

写真は昨年の様子 



夏ですね。毎年暑くなる時期が早くなる気がしますが、 

楽しい夏休みも近づいて来ました。大清水図書館では、夏 

休みコーナーを設置し「読書感想文」「ポスター・工作」「自 

由研究」に役立つ本や調べ方のガイドを用意しました。場 

所は、児童図書コーナー奥のカウンター付近です。夏を楽 

しむためにも宿題は早めに取りかかりましょう。 

『大渋滞』    いとう みく／作，いつか／絵 

パパとママは離婚するらしい。私達子どもに何も相談せ

ずに。名古屋である結婚式に向かうためのこの車が、

最後の家族旅行。楽しく過ごそうっていったくせに、二

人はケンカばかり…。小４の麦は、すごく 

気持ちがもやもやしている。理由は、両 

親のことばかりではないのだが。高速道 

路は大渋滞！さらに、車は思わぬトラブ 

ルにも巻き込まれ絶体絶命！無事名古 

屋にたどり着くことはできるのか？そして 

家族の「これから」と麦の「もやもや」の行く先は？ 

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

1 月 ＊ 市民館・図書館  休館日 ＊ 

2 火 ハッピースマイル  ヨガアムリタ   ヨガサークル美々 

3 水 シフォンクラブ シフォンクラブ バレトンサークル ヨガサントーシャ 

4 木 スペイン語  ハーモニーグリーン バレエエクササイズ  ヨガトゥーラ 

5 金 オカリナライリッシュ ヨムイク 手まりづくりの会 ＰＣ遊学サロン ミナクルおいでんセミナー③  ズンバサークル 

6 土 

ヨガサークル美々 川柳の会 アロマテラピー  

アレックス英会話 

詩吟教室 美楽会 おはなしのへや  

バイブルスタディ 

大清水校区自治会 

バイブルスタディ 

7 日 スペイン語講座 空手道育成会     

8 月 ＊ 市民館・図書館  休館日 ＊ 

9 火 のぞみの会 草笛の会 寿楽会 ヨガサークル美々 

10 水 笑いヨガ   バレトンサークル  ヨガサントーシャ 

11 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 

12 金   大清水校区自治会 新婦人の会 ミナクルおいでんセミナー④ ズンバ 郡上おどりを楽しむ会 

13 土 

ヨガ美々 アレックス英会話 植田保育園父母の会 

ホームメイド 

詩吟教室 美楽会 ストーリーテリング  

ホームメイド 

ホームメイド 

14 日 空手道育成会 ママ友交流会 ママ友交流会   

15 月 ＊ 市民館・図書館  休館日 ＊ 

16 火 ハッピースマイル  ヨガアムリタ   ヨガサークル美々 

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

18 木 スペイン語サークル 愛唱会 バレエエクササイズ つまみ細工  ヨガトゥーラ 

19 金 オカリナライリッシュ 

手まりづくりの会 パソコン遊学サロン  

ミナクルおいでんセミナー⑤ 

ズンバサークル 

20 土 ヨガサークル美々 アレックス英会話 詩吟教室 美楽会 バイブルスタディ 外国のおはなし スポーツ推進委員 

21 日 スペイン語講座 空手道育成会 漣会 栞の会   

22 月 ＊ 市民館・図書館  休館日 ＊ 

23 火 ヨガアムリタ 合同補導会議 ミナクル夏休み教室① 草笛の会 寿楽会 ヨガサークル美々 

24 水 笑いヨガ ミナクル夏休み教室② バレトンサークル ヨガサントーシャ 

25 木 ハーモニーグリーン 南稜絵手紙 ミナクル夏休み教室③ ヨガトゥーラ 

26 金 ミナクルｄｅ英語っこ ミナクル夏休み教室④ 郡上おどりを楽しむ会 

27 土 ヨガ美々 アレックス英会話 ホームメイド 

ミナクル夏休み教室⑤ （防災・防火訓練）  

ホームメイド 夏休み子どもフェスティバル  

ホームメイド 

28 日 空手道育成会     

29 月 ＊ 市民館・図書館  休館日 ＊ 

30 火 ヨガアムリタ     

31 水   第 2回歌とハモニカの集い バレトンサークル ヨガサントーシャ 

令和 元年 7月  予定 グループ名は簡略化している場合があります 6月 20日 現在 

編集後記：この 3 月、「豊橋市受動喫煙防止条例」を公布し施行された。タバコを吸わない人を含め市民の健康への影響を

防ぐための条例で、市の施設は屋外の場所で喫煙することができないように努める、とされている。もともとミナクルは敷地内

禁煙ではあるが、自転車置き場や避難階段付近で喫煙する方がいるようなので、この際、利用者みんながミナクルで楽しめ

るように、そのような場所に敷地内禁煙の表示をするようにした。どうか、愛煙家の方は、ご自宅など決められた場所で、たし

なんでいただければ幸いなのです。 
③  

  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 司 書 が 

贈 る 

今月の1冊 

 

国民年金に加入されている方へ（第 1号被保険者） 

◆平成３１年度（令和元年度）の国民年金保険料は月額１６,８１０円です。 

国民年金保険料を納めることが困難な場合、申請して国の審査（前年の所得）で免除されることがあります。年

金は将来のために未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。保険

料免除・納付猶予は、原則として７月～翌年６月の１年毎に申請が必要です。  

○天災および失業等の特別な理由があるときは、所得が審査基準を超えても承認される場合があります。 

○失業された方は、離職票または雇用保険受給資格者証をお持ちください。 

○学生の方で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、学生納付特例制度をご利用ください。 

○学生証のコピー（裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む）をお持ちくだい。    

 ・学生納付特例申請は、原則として４月～翌年３月の１年毎に申請が必要です。 

 

 

窓口センターコーナー 

② 

 名市大名誉教授、瀬口哲夫氏の講座は終了しました。ミナクル通信６月号で 1回目の「軍都とよはし」について紹

介しましたが、２回目「蚕都とよはし」、３回目「都市生活」の講義もスライドを使って楽しい内容でしたが、やはりまと

めとしての現地見学は目から鱗でした。講義では蚕都とよはしのお話しを聞いた参加者が、昔を思い出して「桑」の

木を提供していただいたり、会場との一体感もありました。こうした明治期から戦前の時代の動きの中で、私たちに

身近な豊橋駅や安藤動物園、ハリストス教会、公会堂、小鷹野浄水場ポンプ室などを紹介いただきましたが、知って

いるようで知らなかった建築物・その様式などをひも解いていただきました。そして現地見学では公会堂、愛知大学

記念館、植田の旧稚蚕共同飼育場をつぶさに説明とともにこの目で確認しました。 

さすが建築物を研究する工学博士、建築物や時代背景、建築家についても饒舌に楽しくご説明いただきました。

公会堂では屋上まで登りロマネスク＆スパニッシュ様式を、愛知大学では 15師団司令部庁舎を自由に見学させて

いただき軍時代の壁面の仕様などを説明していただき、植田二区の公民館では、蚕糸業の隆盛を彷彿とさせる昭

和前期の共同飼育場では、県内でも稀有な歴史的建造物として紹介していただきました。地元植田の参加者も初

めて知った方々が多く、地下室の桑の貯蔵室をのぞき、登録文化財にもなりうる地元遺産に関心を高めていただき

ました。公会堂・愛知大学・植田二区の自治会長さん、皆さんありがとうございました。 1面に現地見学写真有り 

大清水図書館 休館 

夏休み子どもフェスティバル  

 幼児・児童のお母さん、「おはなしの会」が始まるよ。 

◆７月２７日（土） １４時から１５時 

◆ミナクル第２多目的室 

◆プログラム ①うさぎのダンス ②やさいさん ③たのき

ゅう ④はらぺこきょうりゅうペコペコくん ⑤みんなでう

みへいきました   中型絵本・大型紙芝居 大型絵

本 パネルシアター でのおはなしです。 

もちろん参加無料 

◆主催：豊橋市読み聞かせボランティアの会 

小学生向け「ストーリーテリング」 

◆７月 13日（土） 午後２時～（約 30分）  

ミナクル・プレイルーム 

◆とても楽しい「物語」を言葉で伝えます。絵本や紙芝居

を使わないのが興味深い。引き込まれますよ。 

◆主催：豊橋おはなしろうそくの会 参加無料 


