
●エンディングノートの 

作成教室（成年後見）○
コ

 

●位巳光児のココロの 

ワンポイントレッスン○
み

 

A 10:00～16:00 

●もっと身近に「成年後見塾」○
コ

 

●映画ファンの会○
ア

 

14:00～ 

●位巳光児のココロの 

ワンポイントレッスン○
み

 

●自分史塾○
コ
 

9:30～12:00 

●自分史塾○
コ
 

●位巳光児のココロの 

ワンポイントレッスン○
み

 

A 10:00～16:00 

●自分史塾○
コ
 

9:30～12:00 

●エンディングノートの 

作成教室（書き方）○
コ

 

●居住支援住宅相談会 

13:00～17:00(予約要) 

●位巳光児のココロの 

ワンポイントレッスン○
み

 

A 10:00～16:00 

●自分史塾○
コ
 

9:30～12:00 

●映画ファンの会○
ア

 

14:00～ 

●自分史塾○
コ
 

9:30～12:00 

●位巳光児のココロの 

ワンポイントレッスン○
み

 

●居住支援住宅相談会 

2019  

 

令和元年 

 

    

日ＳＵＮ 月ＭＯＮ 火ＴＵＥ 水ＷＥＤ 木ＴＨＵ 金ＦＲＩ 土ＳＡＴ 

 

1 

先負 

2 

仏滅 

3 

赤口 

4 

先勝 

5 

友引 

6
 

先負 

7 

仏滅 

8 

大安大安大安大安    

9 

赤口 

10 

先勝 

11 

友引 

12 

先負 

13
 

仏滅 

14 

大安大安大安大安    

15 

赤口 海の日海の日海の日海の日 

16 

先勝 

17 

友引 

18 

先負 

19 

仏滅 

20 

大安大安大安大安    

21 

赤口 

22 

先勝 

23 

友引 

24 

先負 

25 

仏滅 

26 

大安大安大安大安    

27 

赤口    

28 

先勝 

29 

友引 

30 

先負 

31 

仏滅 

暮らし・仕事・地域生活なんでも暮らし・仕事・地域生活なんでも暮らし・仕事・地域生活なんでも暮らし・仕事・地域生活なんでもワンストップ相談ワンストップ相談ワンストップ相談ワンストップ相談    

たすけあい居住支援センターたすけあい居住支援センターたすけあい居住支援センターたすけあい居住支援センター    

低所得者・高齢者・障がい者・外国人・子育て 

世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方のための支援センターです。 

指定居住支援法人ＮＰＯ法人たすけあい三河 

豊橋市南瓦町 14-1 月～土曜日 9:30～19:00 

（予約制）TEL 0532-52-4315 担当：松岡    

  

 

 

 

  

7 
運営主体ＮＰＯ法人福祉住環境地域センター／ＮＰＯ法人たすけあい三河 

８８８８    

日 月 火 水 木 金 土 

         1  2  3 

4  5  6  7  8  9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

●味覚味覚味覚味覚の学校の学校の学校の学校○
ア
 

  13:30～16:00 

地域地域地域地域の茶の間の茶の間の茶の間の茶の間「「「「みんなのみんなのみんなのみんなの居居居居笑笑笑笑」」」」一日利用料一日利用料一日利用料一日利用料 300300300300 円円円円／／／／回回回回    

ボランティアボランティアボランティアボランティア会会会会員員員員募集中！！募集中！！募集中！！募集中！！        一汁一菜ランチ一汁一菜ランチ一汁一菜ランチ一汁一菜ランチ 300300300300 円円円円    

営業時間営業時間営業時間営業時間    

土日土日土日土日除毎日除毎日除毎日除毎日 10:0010:0010:0010:00～～～～16:0016:0016:0016:00    

豊橋市向山大池町 3番地 1 

(南瓦町信号すぐ通り沿い） 

    

デザートデザートデザートデザートの日の日の日の日    

デザートデザートデザートデザートの日の日の日の日    

ジェラートジェラートジェラートジェラートの日の日の日の日    

ジェラートジェラートジェラートジェラートの日の日の日の日    

ハヤシライスハヤシライスハヤシライスハヤシライス    

の日の日の日の日    

豊橋有機農業の会協力 

有機昼市11:00～15:00 

有機無農薬野菜・お米・お茶 

デザートデザートデザートデザートの日の日の日の日    ジェラートジェラートジェラートジェラートの日の日の日の日    

カレーカレーカレーカレーライスライスライスライス    

の日の日の日の日    

豊橋有機農業の会協力 

有機昼市11:00～15:00 

有機無農薬野菜・お米・お茶 

●WAC 見学ツアー○
コ
 

 10:00～15:30 

ハヤシライスハヤシライスハヤシライスハヤシライス    

の日の日の日の日    

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

14:00～15:30 
●輝け輝け輝け輝け未来セミナー未来セミナー未来セミナー未来セミナー○○○○ココココ    

    14:0014:0014:0014:00～～～～18:0018:0018:0018:00    

●前向き終活セミナー前向き終活セミナー前向き終活セミナー前向き終活セミナー○○○○ココココ    

        10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

●こども志向塾○
コ
 

歌カフェ歌カフェ歌カフェ歌カフェ○ア     

●住民懇談会＠東田・旭 

       19:00～21:00 

●住民懇談会＠つつじ 

       14:00～16:00 

●住民懇談会＠まちなか 

       19:00～21:00 
●住民懇談会＠向山 

       14:00～16:00 

●アイフォン教室○
コ
 

13:30～14:30 

いる「オーガニック」は、

少し様子が違う。対極の言葉

として地球環境を中心とし

た考え方の「エコ」「グリー

ン」。エコカーでありエコタ

ウンでありグリーン・ツーリ

ズムなどで表現される言葉

に対して「オーガニック」は、

人間という一個人を中心と 

人々の姿であった。日本で

も、有機農業という狭い捉

え方ではなく、持続可能な

社会をめざす一人ひとり

の行動として多くの人々

に期待したい。WACNET.は

これからもその発信元と

して行動したい。      

加藤政実 

 

    コラムコラムコラムコラム    

本が山にトンネルを掘っ

たり、自然を破壊して利

便性を優先させた姿はな

い。移動は車と飛行機。

「オーガニック」は個人

のライフスタイルをい

い、個人でできることを

始める運動として展開さ

れている。アメリカ西海 

VOL.14 

岸カリフォルニアから東

海岸へ、そして金融バブ

ルの、シティがあるロン

ドンへ、そこは実体経済

から逸脱した資本主義や

大量生産・大量消費のラ

イフスタイルが支配した

20世紀から、人間らしい

生活を取り戻そうとする    

農業に対してそれらを排除

し環境に配慮したモノ。世

界各国には 300 を超えるオ

ーガニックの認定機関があ

り、おおむね「3年以上農薬、

化学肥料を使用していない

農場で栽培され収穫された

もの」と言われている。 

一方、現在世界で使われて 

 日本で使われている

「オーガニック」は有機

農産品及び加工食品をい

い、化学物質である農薬、

化学肥料を使用する現代 

 

イベントへの申込みは 

①イベント名 

②お名前 ③住所 

④連絡先 明記の上 

TEL 0532-52-4315 

FAX 0532-56-0702 

戸田まで 

デザートデザートデザートデザートの日の日の日の日    
ジェラートジェラートジェラートジェラートの日の日の日の日    

豊橋有機農業の会協力 

有機昼市11:00～15:00 

有機無農薬野菜・お米・お茶 

●こども志向塾○
コ
 ●アイフォン教室○

コ
 

13:30～14:30 

カレーカレーカレーカレーライスライスライスライス    

の日の日の日の日    

略略略略記号記号記号記号    

○アWACWACWACWAC ｱｸﾞﾘｶﾌｪｱｸﾞﾘｶﾌｪｱｸﾞﾘｶﾌｪｱｸﾞﾘｶﾌｪ    

○みみんなのみんなのみんなのみんなの居笑居笑居笑居笑    

○コWACWACWACWAC ｱｸﾞﾘｶﾌｪｱｸﾞﾘｶﾌｪｱｸﾞﾘｶﾌｪｱｸﾞﾘｶﾌｪ    

        ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｼﾞｵｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｼﾞｵｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｼﾞｵｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｼﾞｵ    

デザートデザートデザートデザートの日の日の日の日    

した考え方をいう。オー

ガニックの国ニュージー

ランド。日本と反対の南

半球にあるこの国は高速

道路や鉄道がない。あく

までもくねくね曲がった

道が自然の景観を生かし

続く。天然の港湾、町並み

が自然の中に生きる。日 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

14:00～15:30 

豊橋有機農業の会協力 

有機昼市11:00～15:00 

有機無農薬野菜・お米・お茶 

有機有機有機有機昼市昼市昼市昼市    

開催中開催中開催中開催中！！！！    

毎週毎週毎週毎週金曜日金曜日金曜日金曜日    

WAC ｱｸﾞﾘｶﾌｪ 〒440-0823 豊橋市南瓦町 14-1WAC ﾋﾞﾙ 1F TEL(0532)52-4315 FAX(0532)56-0702 

健康の泉    水素水水素水水素水水素水    無料無料無料無料提供提供提供提供 ※アルミボトル1000円／本初回のみ必要となります！ 

安全な食材・安心な加工品！料理はオーガニックにこだわります！有機栽培米

から加工品、調味料まで徹底的にこだわります。 

ＷＡＣ農園産有機栽培の２０種類以上の旬の野菜を使用したオーガニックラン

チをお楽しみください。 

サービスコース 

日本日本日本日本のモノをのモノをのモノをのモノを大切大切大切大切にするココロがミャンマーなどにするココロがミャンマーなどにするココロがミャンマーなどにするココロがミャンマーなど発展途上国発展途上国発展途上国発展途上国のこどもたちをのこどもたちをのこどもたちをのこどもたちを応援応援応援応援してしてしてして
いますいますいますいます。（。（。（。（一社一社一社一社））））もったいないボランティアプロジェクトともったいないボランティアプロジェクトともったいないボランティアプロジェクトともったいないボランティアプロジェクトと、、、、WACNET.WACNET.WACNET.WACNET.がジョイントしがジョイントしがジョイントしがジョイントし新新新新
しいしいしいしい福祉福祉福祉福祉のしくみをのしくみをのしくみをのしくみを創創創創りましたりましたりましたりました。。。。ごごごご家庭家庭家庭家庭でまだでまだでまだでまだ使使使使えるけどえるけどえるけどえるけど不要不要不要不要となったとなったとなったとなった。。。。でもでもでもでも捨捨捨捨てるにてるにてるにてるに
はははは「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」物物物物がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら、、、、WACNET.WACNET.WACNET.WACNET.へおへおへおへお持持持持ちちちち下下下下さいさいさいさい！！！！！！！！    
    

 

 

〇キッチン用品（お鍋＆フライパン等）〇生活雑貨

（時計等）〇食器（新品、中古食器）〇ファッショ

ン系（夏物衣料等（冬物 NG））〇ベビー・キッズ（夏

物衣料等（冬物 NG））〇キャンプ・フィットネス・

スポーツ（テント等）〇工具（工具等）〇楽器・オ

ーディオ（ギター等）、〇文房具（鉛筆等） 

ご家庭のご家庭のご家庭のご家庭の不用品お預り不用品お預り不用品お預り不用品お預りします！！します！！します！！します！！    
取扱い箇所 

■WAC ｱｸﾞﾘｶﾌｪ 

■WACNET.本部 

■みんなの居笑 

■茶亭おふく 

■くらｻﾎﾟｶﾌｪ 

問合せ先問合せ先問合せ先問合せ先    もったいないファクトリー事務局もったいないファクトリー事務局もったいないファクトリー事務局もったいないファクトリー事務局    豊橋市南瓦町豊橋市南瓦町豊橋市南瓦町豊橋市南瓦町14141414----1111WACWACWACWAC ﾋﾞﾙﾋﾞﾙﾋﾞﾙﾋﾞﾙ 2F 2F 2F 2F     

http://www.wacnet.jp/mottainai/ ℡℡℡℡0532053205320532----52525252----4315431543154315    担当担当担当担当::::永田永田永田永田    

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

歌カフェ歌カフェ歌カフェ歌カフェ○ア     

13:30～15:30 

500 円(コーヒー付) 


