
●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 

●居住支援住宅相談会○
コ

 

13:00～17:00(予約要) 

●映画ファンの会○
ア

 

14:00～ 

●自分史塾○
コ
 

9:30～12:00 

●もっと身近に「成年後見塾」○
コ
 

10:00～12:00 

●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 

●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
 

●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○
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 

●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) 

●自分史塾○
コ
 

9:30～12:00 

第第第第 1111 回トヨハシブリュット回トヨハシブリュット回トヨハシブリュット回トヨハシブリュット作品展作品展作品展作品展    

＠名豊＠名豊＠名豊＠名豊ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー    ～～～～10101010 月月月月 12121212 日日日日    

2020  

 

令和２年 

 

    

日ＳＵＮ 月ＭＯＮ 火ＴＵＥ 水ＷＥＤ 木ＴＨＵ 金ＦＲＩ 土ＳＡＴ 

  

1 

友引 

2 

先負 

3 

仏滅 

4 

大安大安大安大安    

5
 

赤口
 

6 

先勝 

7 

友引 

8 

先負 

9 

仏滅 

10 

大安大安大安大安 

11 

赤口    

12 

先勝 

13 

友引 

14 

先負 

15 

仏滅 

16 

大安大安大安大安    

17 

友引    

18 

先負 

19 

仏滅 

20 

大安大安大安大安 

21 

赤口 敬老の日敬老の日敬老の日敬老の日 

22 

先勝 秋分の日秋分の日秋分の日秋分の日 

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    

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    

    

 

9 
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 

１０１０１０１０    

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） 

    

昨夜のTVドキュメンタ

リー「アファンの森よ永遠

に」は、ＣＷニコル（令和

2年4月3日直腸がんで他 

 

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 ｱｸﾞﾘｶﾌｪ 〒440-0823 豊橋市南瓦町 14-1（瓦町交差点すぐ）WAC 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。 

セットコース 

・KOBARA Ｓセット・・・・・・ 580 円 

・HARAHACHIBU Ｍセット・・・ 980 円 

・MANPUKU Ｌセット・・・・・1580 円 

・サービスコース・・・・・・・サービスコース・・・・・・・サービスコース・・・・・・・サービスコース・・・・・・1111380380380380 円円円円    

・おすすめコース・・・・・・1880 円 

・お子さまプレート・・・・・ 580 円 

★メニュー 

サービスサービスサービスサービスコースコースコースコース    

ＷＡＣから半径 1km 

以内の地域の方対象に 

一人暮らしを 

応援します 

夕食夕食夕食夕食宅配宅配宅配宅配    

毎日毎日毎日毎日元気元気元気元気!!!!    

1 食 700 円～ 

52-1255（カフェ直） 

（詳しくはお尋ね 

下さい 担当：鈴木） 

 

有機昼市 

開催中！ 

毎週金曜日 

新鮮な野菜を 

お届けします 

wwwwwwwwwwww.wacnet.jp.wacnet.jp.wacnet.jp.wacnet.jp    

 

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 

鈴木まで 

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 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

14:00～15:30 

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    

デザートデザートデザートデザートの日の日の日の日    

●WAC 見学ツアー○
コ
 

10:00～15:30 

 

●アイフォン教室○
コ
 

13:30～14:30 

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 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

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    

歌カフェ歌カフェ歌カフェ歌カフェ    

13:3013:3013:3013:30～～～～15:3015:3015:3015:30    

555500000000 円円円円    

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    

●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    

    
コラムコラムコラムコラム    

VOL.28

を見直し、生活を変える

ことにある。それは一一一一

人ひとり今の生活様人ひとり今の生活様人ひとり今の生活様人ひとり今の生活様

式の式の式の式の 50505050％削減！％削減！％削減！％削減！車を

EVに変えても、多くのモ

ノを生み出す今のシス

テムが変わらなければ

排出量は減らない。モノ

を作るために使うエネ 

 

再生運動を展開したエコ

ツーリズムの先駆者であ

る。自然とヒトとの共生

は、こどもたちが木に登

ったり、そこに芽吹く植

物を採集したり、フクロ

ウが帰ってきて食物連鎖

の頂点に立ち、樹木から

差す光は輝きに溢れ、四 

 

季を彩る。懐かしい場所

でもある。私たちは、共

生社会を念頭に置きな

がらも、自然との共生を

意識しないでいた。多様

性はヒトがいて自然が

あり、生活が息づく。 

 今、自然界は非常に厳

しい。気温があと2度上 

 

 

がると、サンゴ礁の99％

が死滅する。気温を2 度

以内に抑えるには温室効

果ガス排出量ＣＯ２換算

/2010 年比、2030 年まで

に25％減らすことが必要

である。今私たち一人ひ

とりがしなければならな

いことは、今までの生活 

ルギーもすべて自然界と環

境には影響を与えている。 

次の時代、評価基準は、

環境や福祉環境や福祉環境や福祉環境や福祉に力をつく

す国や地域が評価される

仕組みを生み出せば、コ

ロナも大雨も気温 40°

もいずれ退散していくこ

とだろう。     加藤政実 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

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 

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 

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    

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 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

14:00～15:30 

歌カフェ歌カフェ歌カフェ歌カフェ    

13:3013:3013:3013:30～～～～15:3015:3015:3015:30    

デザートデザートデザートデザートの日の日の日の日    

予約受付予約受付予約受付予約受付

１週間単位１週間単位１週間単位１週間単位

要予約要予約要予約要予約

TEL 52TEL 52TEL 52TEL 52

界）が生涯をかけて育て

た森からのメッセージで

あった。森の豊かさは多

様性、絶滅危惧種の貴重

な生き物や植物が息づく

美しい場所。1986年に長

野県黒姫高原の荒れた里

山の一部を購入し、親友

の松本信義氏と共に里山 

●こども志向塾○
コ
 


