
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 午  前 （９時～） 午  後 （１時～） 夜  間 （５時～） 

1 日 
12月部屋利用抽選会  

期日前投票準備（行政課） 空手道育成会 
期日前投票準備（行政課） 期日前投票準備（行政課） 

2 月 ＊ 市民館・図書館  休 館 日 ＊ 

3 火 期日前投票所（行政課） 期日前投票所（行政課） 
期日前投票所（行政課） 

ヨガサークル美々 豊消支部 

4 水 期日前投票所（行政課） 期日前投票所（行政課）着物日和 

期日前投票所（行政課）バレトン 

サントーシャ 

5 木 

期日前投票所（行政課）スペイン語サークル 

バレエエクササイズ おいでんセミナー（市民館） 

期日前投票所（行政課） 支援サポーター（長寿課） 

おいでんセミナー（市民館）  

期日前投票所（行政課） 

ヨガトゥーラ 

6 金 
期日前投票所（行政課） オカリナ 

体力健診（長寿介護課） ヨムイク（図書館） 

期日前投票所（行政課） 

体力健診（長寿介護課）手まり作りの会 

期日前投票所（行政課） 

7 土 
期日前投票所（行政課）平成書道 川柳の会 

ヨガサークル美々 アロマテラピー 歴史とはずがたり 

期日前投票所（行政課） 

美楽会 詩吟教室 おはなしのへや（図書館） 

期日前投票所（行政課） 

夜のダンス 

8 日 空手道育成会 スペイン語教室（市民館）   

9 月 ＊ 市民館・図書館  休 館 日 ＊ 

10 火 期日前片付け（行政課） ヨガアムリタ ハッピー・スマイル 期日前片付け（行政課） 寿楽会 ヨガサークル美々 豊消支部 

11 水 笑いヨガ ハッピー会 バレトン サントーシャ 

12 木 おいでんセミナー（市民館） 和紙ちぎり絵 おいでんセミナー（市民館） ヨガトゥーラ 

13 金 リフレッシュ体操 ポニー  

14 土 ミナクルまつり   ヨガサークル美々     美楽会 詩吟教室 ろうそくの会（図書館）  

15 日    

16 月 ＊ 市民館・図書館  休 館 日 ＊ 

17 火 ヨガアムリタ ハッピー・スマイル  ヨガサークル美々 豊消支部 

18 水 ミナクル赤ちゃん（図書館） 美楽会  バレトン サントーシャ 

19 木 
おいでんセミナー（市民館） つまみ細工 

スペイン語サークル バレエエクササイズ 

おいでんセミナー（市民館） ヨガトゥーラ 

20 金 合同補導会議 オカリナ 幼児ふれあい（こども未来） 手まり作りの会 ポニー  

21 土 ヨガサークル美々 平成書道 豊橋少年少女合唱団 詩吟教室  

22 日 空手道育成会 スペイン語教室（市民館）   

23 月 ＊ 市民館・図書館  休 館 日 ＊ 

24 火 ヨガアムリタ 寿楽会 ヨガサークル美々 豊消支部  

25 水 笑いヨガ 着物日和 ハッピー会 バレトン サントーシャ 

26 木 ハーモニーグリーン 南稜絵手紙教室 ヨガトゥーラ 

27 金 リフレッシュ体操 ポニー  

28 土 ヨガサークル美々 美楽会 詩吟教室 夜のダンス スポーツ推進委員会 

29 日 空手道育成会 豊橋珠算教育連盟   

30 月 ＊ 市民館・図書館  休 館 日 ＊ 

秋
晴
れ
の
中
、 

芝
生
前
で
ラ
ン
チ 10/1乳幼児セミナー 9/18幼児ふれあい教室 

■「都市データパック 2020」が示す全国住みよさランキングで、豊橋市は 249 位／全国 812 市区。

これは、東洋経済新報社が、「安心度・利便度・快適度・富裕度」の 

4項目で毎年行っている調査結果である。 

 

■皆さん、11月 11日は何の日か分かりますか？ 

そうです。 「市民の日」です！ 

昭和 37 年 7 月豊橋市校区社会教育委員研修大会において、「新しいまちづくりの規範となるものを」

という声が大会での決議となり、翌年豊橋市議会で承認され、4月に「豊橋市民愛市憲章」が制定され

ました。豊橋を豊かな明るい理想的なまちにしたいという郷土愛、人間愛に満ちた気持ちが結実した、

愛する市に向けた取り決めです。そして、「いい月、いい日」を合言葉に 11月 11日を「市民の日」に指

定し、様々な活動が展開されています。 

 

 

 

 

 

 

皆さんも、どこかで見たことがあると思います。 

この愛市憲章をもとに皆で行動すればきっと住みやすいまちになります。 

 

■ところで、大清水校区の合言葉は 「まちづくりは人づくり まちは子や孫への贈り物」とあります。 

素晴らしい合言葉です。まちづくりの舞台として、またパートナーとして、是非ミナクルをご活用ください。 

9/29彦坂池周辺の見事なヒガンバナ 

令和２年１１月号 

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 

回 

覧 

ミナクル通信   
豊橋市大清水まなび交流館 ミナクル 
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67 
令和 ２年１１月予定 

※グループ名は簡略化している場合があります。 10月 17日現在 

10/1～10/31南稜中学校区青少年健全育成会ポスター 

9/20スペイン語教室 

【豊橋市民愛市憲章】 

わたくしたち豊橋市民は 

１ 心をあわせ美しい町をつくりましょう    １ よく働き豊かな町をつくりましょう 

１ 愛情をもちあたたかい町をつくりましょう  １ きまりを守り明るい町をつくりましょう 

１ 教養をたかめ文化の町をつくりましょう 

10/7 



ミナクルまつりで・・・・やります！ 

雑誌リサイクルフェア 

図書館での保存期間を過ぎた雑誌を無料で配布します。 

◇日時  １１月１５日（日） 9：30〜16：00 

◇場所  １階 第１会議室 

◇その他 １人１０冊まで。持ち帰り袋は各自でご用意 

テーブルゲームで遊ぼう！ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ｹﾞｰﾑｽﾞﾃﾞｨ   

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｹﾞｰﾑｽﾞﾃﾞｨとは、図書館でゲームを楽しむ 

世界的なお祭りです。人生ゲーム、モノポリー、トランプ 

などのテーブルゲームで遊びましょう。 

◇日時  １１月１５日（日） 13：00～16：00 

◇場所  ２階 多目的室 

◇対象  小学校４年生以上 

◇申込  不要。参加費無料 

◇その他 1人でもグループでも参加できます 

  

 

     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

      
戸籍謄本等の証明書の交付について（委任状が必要な場合） 
窓口センターでは、戸籍謄抄本、住民票や税証明書について交付しています。 
■戸籍謄抄本（除籍を含む）は、直系の親族の方は請求できますが、それ以外の方（婚姻後の兄弟姉妹、 
義理親子等）は委任状が必要になります。 
■住民票も同じ地番であっても、生計を分けて住民票を別世帯にしている場合は委任状等が必要な場合 
があります。 
■税証明書は同居の親族でなければ委任状が必要です。窓口 
で請求しても委任状が必要な場合は交付できないこともあり 
ますのでご了承下さい。詳しくは市窓口センターへ。    

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宇佐見 りん／著 河出書房新社 2019年 

表紙には何ごとか嗚咽している若い女性。この小説『か

か』は、21 歳の現役女子大生の宇佐見りんさんのデビュ

ー作で、文藝賞と三島由紀夫賞を受賞しています。タイト

ルの『かか』とは母親の呼び名です。横浜に住む 19 歳の

女の子うーちゃんの母親は手のつけようのない酒乱。主人

公のうーちゃんは、いつも周りの大人に翻弄され、悩んだ

末に思い立って熊野詣のため家出します。唯一の救いは

ＳＮＳ。過酷な現実に反して「ネットはぬくい」 

と、うーちゃんは言います。中上健次（小説 

家）を思わせる独特の文体と若い感性で人 

間の複雑な感情を巧みに描いた小説です。 

十代の方は是非手に取ってみてください。 司 書 が 

贈 る 

今月の一冊 

 

 

 

 

 

私たちの教室は、黒田照子先生のご指導をいただ

き、”下手でいい” ”下手がいい” という暖かいお言

葉に甘えて、四季折々の花や野菜を中心に描いてい

ます。初心者から 10 年以上のベテラン会員まで、和

気あいあいと楽しく活動しています。 

興味のある方はいつでも見学にいらしてください。 

 

 

 

 

 

 

＜活動日： 毎月第 2第 4木曜日の午後＞ 

名称 ： 南稜絵手紙教室

    （代表者 伊藤高子） 

                               

野菜作りの天才！ 

家庭菜園 1 年生！ 初めての野菜収穫にワクワ

クしながら、毎日畑に通っています。 

でも 1つだけ困り者（？）が・・・ 

それはいつも私の行動を空から監視しているカ

ラス！  

先日も、植えたばかりのキャベツの苗がくちばし

で引っこ抜かれました。でも今回はその穴に、ど

こから持ってきたのか落花生の実が 2粒。  

おまけに上から土までかけて。 

いつもはカラスの悪行に怒れていた私ですが、 

笑えるやら、驚くやら・・・でした。 

「敵ながらアッパレ！」 

投稿：植田のイモアン 

「南稜の私が伝えたい事」 

コーナー 

自主グループ紹介コーナー 

南稜地域等にお住いの方で、感動したこと、驚いたこと、発見したことなど、普段の生活の中で

のちょっとした出来事や、好きな場所、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

募集しています。    【宛先】 豊橋市大清水まなび交流館「ミナクル通信」へ。 

 

 

・展示日程 11月 1日（日）～26日（木）予定 

・展示場所 ミナクル 1階 地域じょうほうひろば 

・展示内容 番組紹介パネル、出演者の等身大パネルなど 

 

                       ・日時 令和 2年 11月 13日（金）～15日（日） 9：00～21：00 

                ・場所 ミナクル 

 

○作品展示（1階地域じょうほうひろば）※11/15は 16：00まで 

 らく楽川柳の会、南稜絵手紙教室、手まり作りの会、つまみ細工さくら会、ミックスベリー、和紙ちぎり絵、平成書道ほか 

○団体紹介シート展示（2階通路） 

 ミナクル利用の自主グループを紹介（16グループ） 

○雑誌リサイクルフェア（1階第 1会議室）※11/15のみ開催（9：30～16：00） 

 内容は左記「ミナクル図書館コーナー」に記載 

○「テーブルゲームで遊ぼう」（2階多目的室）※11/15のみ開催（13：00～16：00） 

  内容は左記「ミナクル図書館コーナー」に記載 

 

 

 

（10/16現在） 

①オンライン飲食予約によるポイント付与 

 ◇内容 オンライン飲食予約サイトで予約し来店した場合、次回以降使

えるポイント（昼食 500円、夕食 1,000円）を付与 

 ◇期間 ポイント付与Ｒ3.1.31 まで ポイント利用Ｒ3.3.31 まで 

※詳しくはＨＰ（Go To Eatキャンペーン事業）へ 

②プレミアム（25％）付食事券発行（Go To Eat あいち） 

 ◇内容 県内の加盟店で利用できるプレミアム付食事券（購入額の

25％を上乗せ）を発行。（1 セット 12,500 円分の食事券を

10,000円で購入） ※販売枚数に限りあり 

 ◇期間 食事券発行Ｒ3.1.31 まで 食事券利用Ｒ3.3.31 まで 

 ◇購入方法 11/16から web と family mart店頭で受付開始 

◇購入場所 family mart 

◇加盟店 豊橋市内 453店（10/14現在） 

※詳しくはＨＰ（Go To Eatキャンペーン愛知県事務局）へ 

 

募集中 

Ｒ２ ミナクルまつり 

市民館主事に「作

品展示を見たよ」

と言うと、記念品

をもらえるかも？ 

 

 

10/13 南稜中学校の生徒が、授業で作成した

ごみ箱や皿、メモ帳や 

ヘアアクセサリーをミ 

ナクルで販売しました。 

たくさん売れました！ 

頑張りました！ 

Go To Eat キャンペーン 

感染予防対策に取り組みながらがんばる事業者を 
             （10/16現在） 

◇内容 宿泊を伴う、または日帰りの国内旅行の

代金総額の 1/2相当額を給付。 

        

 

 

 

 

 

◇期間 Ｒ2.10.1～Ｒ3.2.1（宿泊）  

～Ｒ3.1.31（日帰り） 

※詳しくは、ＨＰ（Go To トラベル事業）へ 

Go To トラベル  

南稜中学校 の 「行商へＧＯ！」 
（1人 1泊あたり上限 2万円、 

日帰りは 1人上限 1万円） 

給付額のうち、70％は旅行代金の 

割引、30％は旅行先で使える地域 

共通クーポン付与。（クーポンは旅 

行業者や宿泊事業者が配布） 

○「エール」のまち！豊橋 物産展（1階地域じょうほうひろば）※11/14～15開催（10：00～16：00） 

 地元企業が開発した商品や豊橋の名産品などを販売 


