
●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
 

10:00～12:00 

●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 

●映画ファンの会○
ア

 

14:00～ 

●自分史塾○
コ
 

9:30～12:00 

●居住支援住宅相談会○
コ

 

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 

●自分史塾○
コ
 

9:30～12:00 

●居住支援住宅相談会○
コ

 

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 

●エンディングノートの 

作成教室（書き方）○
コ

 

●映画ファンの会○
ア

 

14:00～ 

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 

大安大安大安大安    

4 

赤口 

5 

先勝 

6 

友引 

 

7
 

先負 

8 

仏滅 

9 

大安大安大安大安    

10 

赤口 

11 

先勝 

12 

友引 

13 

先負 

14
 

仏滅 

15 

大安大安大安大安    

16 

赤口 

17 

先勝 

18 

友引 

19 

先負 

20 

仏滅 

21 

大安大安大安大安    

22 

赤口 

23 

先勝 

24 

友引 

25 

先負 

26 

赤口 

27 

先勝 

28 

友引    

29 

先負 

30 

仏滅 

31 

大安大安大安大安    大晦日大晦日大晦日大晦日    

            

    

    

    

 

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：鈴木    

  

 

 

 

  

12 
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 

１１１１    

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 

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 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

●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     

●アイフォン教室○
コ
 

13:30～14:30 

無償で引き取り、海外と国

内のセーフティーネットの

人に無料で差し上げるサー

ビスを提供。海外へは、ア

ジアの国ミャンマーやマレ

ーシアの孤児院で暮らすこ

どもたちに食事の支援と教

育費の支援をしています。

また、国内では、生活困窮 

活動に共鳴いただく企

業、団体、個人の方に向け

て地域の拠点「もったい

ないデポ」も募集中です。

ホームページも12月より

ネット上からのリクエス

ト、依頼が簡単にできる

システムも動きます。   

加藤政実 

 

    コラムコラムコラムコラム    

モノ、不用なモノで溢れ

大事に保管されている

のが実態です。このよう

なモノたちは、将来のゴ

ミの予備軍となります。

環境を汚染し、CO２を発

生させ、地球環境を悪化

させていきます。 

 私たちの活動も、少し 

VOL.19 

ずつ地域の理解が進み、

毎日大小は問わず、持ち

込みがあります。12月か

ら持込拠点を3箇所「も

ったい ないファクトリ

ー」「WACNET.本部」「茶亭

おふく」に変更し、まと

まった品物があれば直接

訪問も可能です。また、 

    

いよいよ拠点となる店舗

が瓦町交差点角に「もった

いないファクトリー」とし

て12月21日（土）にオー

プンします。 

お家で眠っていて今は

使っていない衣類、生活用

品、生活雑貨、キッズ・ベ

ビー用品、おもちゃなどを 

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のののモノをモノをモノをモノを大切大切大切大切ににににするするするする習慣習慣習慣習慣をををを『『『『もったいないをありがとう』もったいないをありがとう』もったいないをありがとう』もったいないをありがとう』運動運動運動運動ととととしてしてしてして、、、、ミャミャミャミャ
ンマーなどンマーなどンマーなどンマーなどアジアのアジアのアジアのアジアの発展途上国発展途上国発展途上国発展途上国ののののこどもたちこどもたちこどもたちこどもたちのののの支援支援支援支援とととと日本日本日本日本のセーフティーネットののセーフティーネットののセーフティーネットののセーフティーネットの
人々人々人々人々 にににに活用活用活用活用するするするする福祉福祉福祉福祉のののの仕組仕組仕組仕組みをみをみを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。。。。でででで
もももも捨捨捨捨てるにはてるにはてるにはてるには「「「「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） 

ＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴ....のリユースのリユースのリユースのリユース    無料引取いたします無料引取いたします無料引取いたします無料引取いたします！！！！    

取扱い箇所 

■もったいない 

 ファクトリー 

■WACNET.本部 

■茶亭おふく 

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 2F2F2F2F    

                                                                    新店舗新店舗新店舗新店舗    豊橋市豊橋市豊橋市豊橋市瓦町通瓦町通瓦町通瓦町通 1111 丁目丁目丁目丁目 18181818    

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

●WAC 見学ツアー○
コ
 

10:00～15:30 

 

者（生活保護）の方たち

に古着や生活用品を無

料で提供しています。 

居住空間を清潔に保つ

ことは、ダニの発生を防

ぎ、健康な生活を維持す

るためにも大切なこと。

一方、長年生活している

住まいは、日常使わない 

デポデポデポデポ    

取扱取扱取扱取扱店店店店    

募集中募集中募集中募集中！！！！ 

ゴミゼロ運動の発祥地

豊橋で昨年12月にスタ

ートした「もったいない「もったいない「もったいない「もったいない

をををを    ありがとうありがとうありがとうありがとう!!!!」運動。」運動。」運動。」運動。 

  

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    

 

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 

戸田まで 

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    

ＷＡＣレンタルギャラリー 

ＷＡＣアグリカフェフリースペースＷＡＣアグリカフェフリースペースＷＡＣアグリカフェフリースペースＷＡＣアグリカフェフリースペース    

予約受付予約受付予約受付予約受付中中中中！！！！！！！！     

１週間単位１週間単位１週間単位１週間単位    11,00011,00011,00011,000 円〜円〜円〜円〜    

要予約要予約要予約要予約    詳しくはお尋ね下さい詳しくはお尋ね下さい詳しくはお尋ね下さい詳しくはお尋ね下さい    

TEL 52TEL 52TEL 52TEL 52----4314314314315 5 5 5 担当担当担当担当    戸田戸田戸田戸田までまでまでまで    

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 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

14:00～15:30 

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    

●アイフォン教室○
コ
 

13:30～14:30 

●ＷＡＣＮＥＴ．ＷＡＣＮＥＴ．ＷＡＣＮＥＴ．ＷＡＣＮＥＴ．法人法人法人法人    

説明会説明会説明会説明会((((ｶﾘｵﾝｶﾘｵﾝｶﾘｵﾝｶﾘｵﾝﾋﾞﾙﾋﾞﾙﾋﾞﾙﾋﾞﾙ 5F)5F)5F)5F)    

    11111111:00:00:00:00～～～～11116666::::00000000    

    

●ＷＡＣＮＥＴ．ＷＡＣＮＥＴ．ＷＡＣＮＥＴ．ＷＡＣＮＥＴ．法人法人法人法人    

説明会説明会説明会説明会((((ｶﾘｵﾝｶﾘｵﾝｶﾘｵﾝｶﾘｵﾝﾋﾞﾙﾋﾞﾙﾋﾞﾙﾋﾞﾙ 5F)5F)5F)5F)    

    11111111:00:00:00:00～～～～11116666::::00000000    

    

●もったいないもったいないもったいないもったいない    

ファクトリーファクトリーファクトリーファクトリー    

    新店舗新店舗新店舗新店舗 10101010 時時時時 OPENOPENOPENOPEN    

    

●お正月●お正月●お正月●お正月休み休み休み休み    

        12/2912/2912/2912/29〜〜〜〜1/31/31/31/3    

●●●●落合香奈落合香奈落合香奈落合香奈個展「〜二ニットな冬〜」個展「〜二ニットな冬〜」個展「〜二ニットな冬〜」個展「〜二ニットな冬〜」ＷＡＣＷＡＣＷＡＣＷＡＣアグリカフェアグリカフェアグリカフェアグリカフェ    〜〜〜〜12/1412/1412/1412/14    

●●●●落合香奈落合香奈落合香奈落合香奈個展「〜二ニットな冬〜」個展「〜二ニットな冬〜」個展「〜二ニットな冬〜」個展「〜二ニットな冬〜」ＷＡＣＷＡＣＷＡＣＷＡＣアグリカフェアグリカフェアグリカフェアグリカフェ        〜〜〜〜12/1412/1412/1412/14    

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    

●ＷＡＣクリスマスＷＡＣクリスマスＷＡＣクリスマスＷＡＣクリスマス会会会会    

(WAC(WAC(WAC(WACアグリカフェアグリカフェアグリカフェアグリカフェ))))    


