
今年の梅雨は長～い、と感じていません

か？ 本当に長いですよね。日照時間が

近年最も短いとニュースでも話題になっ

ていました。梅雨が明けて夏本番となる

と、これまた熱波に襲われて、毎年記録

を更新しているように感じ、「何とかして

よ」と叫びたくなる。■こんなに暑い日本

で、来年の７月２４日に東京オリンピック・

パラリンピックが開幕する。本当に大丈夫

かい？ と気にかかる。特にマラソン、いく

ら早朝スタートと言っても、暑いものは熱

い！走る選手はもちろんだが、応援する

方も大変だ。でも、鈴木亜由ちゃんには

是非走ってもらいたい、と豊橋人。■夏

休みに入ると、ミナクルには地元の小学

生がたくさん集まる。前号のミナクル通信

の記事とした「ミナクル夏休み教室」だ

が、昨年は総延べ人数が 350 人を超え、

応援側の愛大生・南高校生も総延べ人

数 90 人と、普段と違う学習体験や高校

生・大学生と話をする経験もでき、熱波の

期間であった。さて、今年もたくさん集ま

ってくれるかな？高校生も楽しみに待っ

ているみたいだ。 

 ①  

多彩な講師陣で、たくさん楽しめ、学びました 

南稜中学校生徒会執行部主催による「夏休み学習会」を開催します   （協力：南稜中学校 地域連携部）  小学生でも、夏休みが終わりに近づくと、宿題ができていない！ 学校での授業についていけるか不安だ！
など不安がたくさんあるようですね。そんな児童のために、まだできていない「夏休みの宿題」をもとにして

「わからないことの解決応援」教室として「夏休み学習会」を開催します。ミナクルに集まれ！ 

●開催日時：８月２７日(火) ２８日(水)の二日間 それぞれ 13時 30分～14時 15分 

●開催場所：ミナクル・大清水まなび交流館 

●申  込：南稜中学校に直接申込む、電話で仮申込みをする、本事業のチラシの裏面に必要事項を記載し Fax

で申込む、の 3パターンがあります。 (南稜中学校 ☎ 25-1318 fax 44-3061) 

チラシは、南稜地域の４小学校を通して配布。ミナクルにも配置。 

■今号は、比較的高齢の方々の活動を 1 面・4 面で紹介したが、次号は児童の顔をたくさん紹介できればと思ってい

る。とにかく、長い梅雨を乗り切り、酷暑の夏をのりこえ、爽やかな秋空を仰ぎたいと思う。だから、健康に留意してエア

コンを上手に使い、時々運動(散歩などがいいと思う)をしながら、用がなくてもミナクルに来て涼んで、旨いものも時に

は食べて、夏を過ごしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月 21日から始まった、「ミナクルおいでんセミナー」。多彩な講師をお招きして、関心を高めるとともに参加

しな        がら心身のリフレッシュをしました。  第 1回は、最近、 

観覧チケットの抽選で、いよいよ身近な話題になってい 

る東京オリンピック開催に応じて、昭和 39年の東京 

オリンピックにまつわる話や、2020年の東京オリンピ 

ックでの豊橋選出の有望選手の話題、パラリンピック 

でのリトアニア共和国選手の事前キャンプのお話など、 

開催への期待に向けた話題や本市の取組が聞けました。 

第 2回目は、皆さんも気になっている超高齢社会の 

中での「認知症」対策としての話題。簡単な健康体操とともに、 

大清水校区の具体的な取り組みや、地域包括支援センター 

などの機関・施設での取り組みを、事例紹介や多彩なパン 

フレットで説明していただきました。自分のこと、家族の 

こと、やはり気になっている方が多いようで、質問もたく 

さん出ました。第 3回目は、歌・紙芝居、お釜・お櫃（おひつ） 

・カキ氷機など様々なグッズを使い、回想法という手法により昔 

を思い出しながら、参加者の生活の時代や地域によって、微妙な違い 

をそれぞれお話しいただき会場内のみんなの参加感が高まりました。第 4 回目は生前整理普及協会から派遣い

ただいた講師、それは植田町ご出身の認定指導委員で、一級アドバイザーで、地元での講演に大変喜んでいま

した。写真の整理の仕方から始まり、自分で行う身の回りの整理（これを生前整理というのです）、片付かない

物にカタをつけるその方法など、講師個人の実例をご紹介いただきながら具体的に教えていただきました。や

はり、関心高く、これから実際にやってみようという参加者がたくさんいました。 

そして第 5回目、セミナーの一コマではあるがミナクルで初めての落語、講座ではあるが高 

座である。消費生活相談など最近の話題を東三河広域連合の鈴木さん、相談員の平野さんか 

らの注意事例を紹介していただいた後、ミナクル座の開幕、寄席の出囃子は用意できなかっ 

たが微笑亭さん太さんの登壇。１時間の長い時間を軽妙な語りかけで、客席を引き寄せ離さ 

ない口調で一気に走る。その間、数々の落ち。参加者も笑いの満足。おいでんセミナーの最 

後を飾っていただきました。   おいでんセミナーの会場の様子は表紙に掲載 
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廣地さん 
市・文化スポーツ部次長 
 

大村さんと井出さん 
田原市中央図書館 田内さんと浅倉さん 

大清水地域包括支援センター 

矢崎さん 
生前整理普及協会

微笑亭さん太さん 



『とよはしアーカイブ』公開 

豊橋市では、所蔵する「豊橋百科事典」、古い「豊橋市街図」「空 

襲関連写真、戦争関連資料」などの郷土資料を中心にデジタル 

化したデータベース『とよはしアーカイブ』をインターネットで公開 

しています。「吉田藩士屋敷図」と「豊橋市街図」は現在のグーグ 

ル地図との重ね合わせがしてありますので、まち歩きにも役立ち 

そうです。図書館ホームページから気軽に見る事ができます。 

ミナクルで平成 28・29年に開催した講座、戸田家の大崎城や 

畔田家のことが出てくるのか、大清水の飛行場のことが出てくるの 

か、また、今年の講座での公会堂や第 15師団司令部はどんなふ 

うに掲載されているのか、子ども達が宿題をがんばる暑い夏、一 

度試しに見てみたらいかがでしょうか? 

 

『ジンベエザメのはこびかた』   

松橋 利光／写真，高岡 昌江／文，ほるぷ出版 

ジンベエザメを見たことがありますか？世界一

大きい魚ですね。この本では高知の海にいた体

長が５メートルもあるジンベエザメを大阪にある水

族館まで、どのような道具や 

機械を使って運んだのかを 

写真を交えながら紹介して 

います。普段何気なく見てい 

る水族館の裏側を知ることが 

でき驚きます。水族館に出掛ける前に読んでみ

てはいかが？ 

編集後記：7月の日曜日、足の不自由な方から検討依頼がありました。障害者用のカートを駐輪 

場に置いておいたら、利用される学生さんの自転車に埋もれて、カートを取り出せなくなってしま 

ったということです。たくさんの方にご利用いただくのは大変ありがた 

いことですが、少しだけ気を使いながらご利用いただけますよう、思い 

やりゾーンを駐輪場内の一番西側に設置しました。みんなで気もち 

よく利用していただけると、とっても嬉しいな。 

なお一般の方、ミナクルの敷地内は禁煙です。 

小さなお子さんをお持ちのお母さん方、楽しんでお子さんと付き合ってますか？ 疲れてませんか？ 

リラックス、リラックス！ ミナクルでわらべ歌やリズム遊びを通して、親子で触れ合いながら楽しく体を動
かす方法を学んでみませんか！きっと、心が落ち着きますよ。さあ、ママさんパパさん参加しましょう。 
■10月 2日、16日、30日の水曜日（全 3回） 毎回、午前 10時 30分～11時 30分  
終了後 30分程度のおしゃべり会でいろんなことをお話ししましょう。 

■会場：ミナクル・大清水まなび交流館 
■講師：特定非営利活動法人 ＮＰＯまんま の皆さん 
■対象：乳幼児とその保護者（お子さんと一緒に受講します） 
■定員：親子 15組（申し込み多数の場合、抽選） 
■受講料：無料 
■服装：はだしで運動のできる服装。ジーパンは不可。水筒など水分の用意を。 
■応募方法：ミナクル・大清水図書館へ電話または直接お申し込みください（9/1号広報とよはし掲載） 
■応募期間：9月 1日から 15日の 17時まで。 

 

   

 

 

 

日 曜 午  前 （９時～） 午  後 （１時～） 夜  間 （５時～） 

1 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 

2 金 オカリナライリッシュ リフレッシュ体操 ヨムイク 手まりつくりの会 ポニー パソコン遊学サロン  

3 土 アレックス英会話 川柳の会 アロマテラピー 詩吟教室 美楽会 おはなしのへや 

スポーツ推進委員会  

大清水校区自治会  

4 日  空手道育成会 スペイン語講座     

5 月 ＊ 市民館・図書館 休館日 ＊ 

6 火 高師ほんごう歯科クリニック  ヨガアムリタ 高師ほんごう歯科クリニック 寿楽会 ヨガサークル美々 

7 水 子連れダンス ZUMBA   バレトンサークル ヨガサントーシャ 

8 木 和紙ちぎり絵 南稜絵手紙 ヨガトゥーラ 

9 金 親子ｄｅクッキング  リフレッシュ体操 親子ｄｅクッキング ポニー 郡上おどりを楽しむ会 

10 土 ヨガサークル美々 アレックス英会話 詩吟教室    

11 日 空手道育成会     

12 月 ＊ 市民館・図書館 休館日 ＊ 

13 火       

14 水 笑いヨガ   ヨガサントーシャ 

15 木 バレエエクササイズ     

16 金   手まりつくりの会 ポニー 主任児童委員南ブロック会 

17 土 ヨガサークル美々 アレックス英会話 美楽会 外国のおはなし   

18 日 スペイン語講座 漣会   

19 月 ＊ 市民館・図書館 休館日 ＊ 

20 火 ハッピースマイル ヨガアムリタ 合同補導会議 寿楽会 ヨガサークル美々 

21 水 愛唱会 美楽会 ミナクル赤ちゃん 着物日和 バレトンサークル ヨガサントーシャ 

22 木 スペイン語サークル ハーモニーグリーン ZUMBA  南稜絵手紙 ヨガトゥーラ 

23 金 リフレッシュ体操 ポニー パソコン遊学サロン 豊橋朗読の会 郡上おどりを楽しむ会 

24 土 ヨガサークル美々 アレックス英会話 詩吟教室 ともの会    

25 日   講座「ほの国・東三河の生活・文化」   

26 月 ＊ 市民館・図書館 休館日 ＊ 

27 火 草笛の会 ハッピースマイル ヨガアムリタ   ヨガサークル美々 

28 水 富士見幼稚園母の会 富士見幼稚園母の会 バレトンサークル ヨガサントーシャ 

29 木 ハーモニーグリーン 読書会「尊徳」 ヨガトゥーラ 

30 金 オカリナライリッシュ リフレッシュ体操 ポニー  

31 土 ヨガサークル美々 アレックス英会話 ZUMBA 詩吟教室 美楽会 ふれあい   

  

東京２０２０オリンピック聖火リレー 聖火ランナー募集！ 

「東京 2020オリンピック聖火リレー愛知県実行委員会」では 

２２名の聖火ランナーを募集します。 

募集要項を大清水窓口センターでお渡しすることができます。また、愛知県 

実行委員会公式ウェブサイトからダウンロードも可能です。 

※ただし大清水窓口センターでの受付はできませんので、愛知県実行委員会 

ウェブサイトの応募フォームからか、募集要項に必要事項記入の上、電子 

メールまたは郵送・ＦＡＸでご応募ください。 

         メール：contact@run-aichi.jp   FAX：052-446-7358 

令和 元年 ８月 予定 グループ名は簡略化している場合があります 7月 20日 現在 

  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 

 

 

 

窓口センターコーナー

② 

親子一緒に楽しく「ミナクル deリズム遊び」 

③  

mailto:contact@run-aichi.jp

