
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 午  前 （９時～） 午  後 （１時～） 夜  間 （５時～） 

1 金   

  

  

  

  

2 土 

3 日 

4 月 

5 火 

6 水 

7 木 
６月部屋利用抽選会 スペイン語サークル  

ハーモニー・グリーン バレエエクササイズ 

 バレトンサークル 

8 金 リフレッシュ体操   

9 土 ヨガサークル美々 アレックス英会話 詩吟教室 美楽会   

10 日   
 

11 月 ＊ 市民館・図書館  休 館 日 ＊ 

12 火 
草笛の会  ハッピースマイル   

ヨガアムリタ 
寿楽会 豊消支部 ヨガサークル美々 

13 水   バレトンサークル 

14 木 ハーモニー・グリーン  南稜絵手紙教室 和紙ちぎり絵 ヨガトゥーラ 

15 金 リフレッシュ体操 オカリナライリッシュ  手まり作りの会  

16 土 ヨガサークル美々 アレックス英会話 地図上のブラ豊橋！ 詩吟教室  

17 日  漣会  

18 月 ＊ 市民館・図書館  休 館 日 ＊ 

19 火 ハッピースマイル  ヨガアムリタ  豊消支部 ヨガサークル美々 

20 水 美楽会  バレトンサークル 

21 木 
スペイン語サークル つまみ細工  

愛唱会 バレエエクササイズ 

 

ヨガトゥーラ 

22 金 リフレッシュ体操   

23 土 ヨガサークル美々 アレックス英会話 地図上のブラ豊橋！ 詩吟教室  

24 日  友の会  

25 月 ＊ 市民館・図書館  休 館 日 ＊ 

26 火 草笛の会  ヨガアムリタ 寿楽会 ヨガサークル美々 

27 水   バレトンサークル 

28 木 ハーモニー・グリーン  南稜絵手紙教室 ヨガトゥーラ 

29 金 リフレッシュ体操 オカリナライリッシュ    

30 土 ヨガサークル美々 アレックス英会話 地図上のブラ豊橋！ 豊橋市スポーツ推進委員会 

31 日 豊橋珠算教室   
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令和 ２年 ５月 予定  
グループ名は簡略化している場合があります ４月１７日現在 

■大清水まなび交流館「ミナクル」がオープンして、この４月でちょうど５年が経過しました。地

区市民館に図書館と窓口センター機能を加えた、市民生活の利便性を持った複合施設で

す。昨年度は、年間延べ４２万人を超える方たちが利用し、まさに南部地域の生涯学習の拠

点となりつつあります。これは、南稜地域の皆様方が何度も利用していただいていた結果と、大

変感謝しております。今後もさらに地域の皆様方に愛される施設として、ミナクルスタッフ一同

取り組んでまいりますのでよろしくお願いいたします。 
■今年の春の訪れは、新型コロナウィルスとともにやってきて、ミナクルでは自主グループによ

る部屋使用の自粛・中止と、寂しいものとなりました。そしてこの状態は、桜の満開となる４月に

なっても加速し、テレビや新聞では、新型コロナウィルスの報道ばかりです。 
長期戦になるかもしれませんが、いずれ治療薬やワクチンができ、打ち勝つ時が来ます。 
それまでは、できる限り屈んで耐えるしかありません。 
■この時間を、一度立ち止まり人生の振り返りに充てたり、将来の目標達成に向けた戦略の検 
討や自身のスキルアップに充てたりと、普段できなかったことや次なる高いジャンプへの時間と 
したいものです。 
ミナクルも全開に向けて準備していきます。 新型コロナウィルス感染拡大防止に伴い 

令和 2年 4月 14日（火）～5月 6日（水）臨時休館します 

 

市民館・図書館  は  臨時休館 中

ミナクルは 



ヌートリア現る！ 
最近、ミナクルの西側

「彦坂池」 に大きな
ネズミ「ヌートリア」が

住み着いています。

市民館の主事が何度

も見かけています。親

子で遊んでいて、とて

も可愛いとのこと。 
ヌートリアは、５０㎝から７０㎝の大きさで、河川や

湖沼の水際で生活し、植物の葉や茎などを食べる

草食性動物でおとなしい動物です。鳥獣保護法の

対象となる動物なので、許可がないと捕獲はでき

ません。 
皆さん、餌を与えたりせず、見るだけにしましょう。 
［南稜地区市民館］ 火～日曜日の午前９時～午後９時 

この４月から館長を務めさせていただいています。よろしくお願いいたします。 

市民館は、主にコーラスやヨガ、体操、歴史研究など、自主グループの活動の場、自治会や

各種団体の会合や研修の場としてご活用いただけます。市民館では、料理・工作実習室、

多目的室、和室、会議室、学習室を用意しています。各室は、ガラスの扉で仲間作りが広が

るように、外から見学できます。学習やグループ活動から得た成果を自身に活かし、地域社

会に還元する「つどい、まなび、交流の場」として、是非ご活用ください。 

 

［大清水窓口センター］ 月～金曜日の午前８時３０分～午後５時１５分 

センターは、主に市民課の業務である戸籍や住民異動の受付、印鑑登録、住民票等の各

種証明交付を行っています。他にも国民健康保険の加入、喪失や税証明の発行など多

様な業務を行っており、市役所まで行かなくてもここでできることがたくさんあります。お気

軽にご利用ください。  

［大清水図書館］ 火～日曜日の午前９時～午後９時 

図書館には、一般書、郷土資料、児童図書のコーナー、雑誌や新聞、中高生向けの本を集

めたティーンズルームがあります。どなたでもご自由に本との出会いを楽しんでいただけます

が、本を借りるには貸出券が必要となります。市内の図書館と共通ですが、まだお持ちでな

い方は、氏名・住所・生年月日を確認できる身分証明書を持ってご来館ください。また、本に

よる調べもののお手伝いもしていますのでお気軽に図書館スタッフまでお声かけください。 
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■ミナクルで活動している自主グループ 
※順不同 

   活動内容 活動日 時間 

1 生活クラブ南稜地区会 食品安全勉強会 不定期 年３回 １０時～１４時 

2 オカリナライリシュ オカリナ演奏の勉強 第１・第３金曜日 ９時～１２時 

3 ハーモニー・グリーン 女声合唱の練習 第１・第２・第４木曜日 ９時１５分～１２時 

4 寿楽会 尺八の演奏の勉強 第１・３火曜日 １３時～１６時 

5 アロマテラピー アロマとハーブの紹介 第１土曜日 １０時～１１時半 

6 パソコン遊学サロン パソコンの勉強会 第２・第４金曜日 １３時半～１５時半 

7 ミックスベリー 折り紙サークル 不定期 不定期 

8 絵手紙 絵手紙の作成 第２・第４木曜日 １３時～１５時 

9 詩吟教室 詩吟の練習 毎週土曜日 １３時半～１５時半 

10 和紙ちぎり絵 ちぎり絵の勉強 第２木曜日 １０時～１２時 

11 ポニー（フォークダンス） 世界各国のフォークダンス 毎週金曜日 １３時半～１５時半 

12 リフレッシュ体操 健康体操 毎週金曜日 １０時～１２時 

13 美楽会 健康体操（リンパの流れ） 不定期 １０時～１２時 １３時半～１５時半 

14 空手道育成会 空手の練習 毎週日曜日 ９時半～１１時半 

15 笑いヨガ ヨガ 第２・第４水曜日 １０時～11時半 

16 ヨガサークル美々 ヨガ 毎週火・土曜日 １０時～１２時（土） １９時～２１時（火） 

17 着物日和 着付け、マナー 第１・第３水曜日 １３時～１６時 

18 Ｂｉｂｌｅ Ｓｔｕｄｙ 聖書の購読 第１・第３土曜日 １５時半～１７時半（冬）  １５時～１７時（夏） 

19 バレトンサークル バレトン 毎週水曜日 １９時～２０時 

20 ヨガサークル平川 ヨガ 第１土曜日 １３時半～１５時半 

21 手まり作りの会 手まり作り 第１・３金曜日 １３時～1６時 

22 ヨガアムリタ ヨガ 毎週火曜日 １０時～１１時半 

23 バレエエクササイズ バレエ 第１・３木曜日 １０時～11時半 

24 ALEX英会話クラブ 英会話 毎週土曜日 ９時～１２時 

25 子連れダンス ZUＭCOちゃん ダンス 不定期 １０時～１２時 

26 郡上踊りを楽しむ会 郡上踊り 第２・４金曜日 １９時～２１時 

27 らく楽川柳会 川柳の勉強 第１土曜日 １０時～１２時 

28 つまみサークルさくら会 つまみ細工 第３木曜日 ９時半～１１時半 

29 日本画教室漣会 日本画 第３日曜日 １３時～１６時 

30 草笛の会 草笛 第２・第４火曜日 １０時～１１時半 

31 ハッピースマイル コーラス 第１・第３火曜日 １０時～１１時半 

32 日本の歌 愛唱会 歌 第３木曜日 ９時半～１１時半 

33 夜のダンスサークル ダンス 不定期 月２回 １７時～２０時半 

34 スペイン語サークル スペイン語の勉強 隔週木曜日 １０時～１１時半 

 

皆さん！ ミナクルで活動している自主グループはこんなにあります。何か始めたいと考えている方、活
動する仲間が欲しいと考えている方、是非グループが活動しているところを一度ご覧になって、お気軽

にお声かけください。 
   「南稜の私が伝えたい事」 

コーナー始めます 

南稜地域の情報共有とミナクル通信への住民参加を

目的に、本通信に「南稜の私が伝えたい事」コーナーを

設置します。 

南稜地域にお住いの方で、感動したこと、驚いたこと、

発見したこと、好きな場所など、普段の生活でのちょっ

とした出来事や、時節を捉えた写真や俳句など、南稜

地域の方に知ってもらいたい事を募集します。 

決められた様式はありません。気軽に文章（文字数は

３００字以内）、又は写真・イラストを持参またはメール

でミナクルへ。（e-mail : nanryo@city.toyohashi.lg.jp） 

３施設からごあいさつ 

加藤喜康館長 

  

荒川智子専門員 

中神浩子センター長 

mailto:nanryo@city.toyohashi.lg.jp

