
●映画ファンの会○
ア

 

14:00～ 

●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
 

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 

●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 

13:00～17:00(予約要) 

●もっと身近に「成年後見塾」○
コ

 

10:00～12:00 

●自分史塾○
コ
 

9:30～12:00 

●映画ファンの会○
ア

 

14:00～ 

●居住支援住宅相談会 

13:00～17:00(予約要) 

●水素水健康講座○
ア

 

●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

 

A 10:00～16:00 

2019  

 

平成３１年 

 

 

    

日ＳＵＮ 月ＭＯＮ 火ＴＵＥ 水ＷＥＤ 木ＴＨＵ 金ＦＲＩ 土ＳＡＴ 

暮らし暮らし暮らし暮らし・・・・仕事・地域生活なんでも仕事・地域生活なんでも仕事・地域生活なんでも仕事・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 

 

1 

先勝 

2 

友引 

3 

先負 

4 

仏滅 

5 

大安大安大安大安    

6 

赤口 

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 

赤口 

18 

先勝 

19 

友引 

20 

先負 

21 

仏滅    春分の日春分の日春分の日春分の日    

22 

大安大安大安大安    

23 

赤口    

24 

先勝 

25 

友引 

26 

先負 

27 

仏滅 

 

28 

大安大安大安大安    

29 

赤口 

30 

先勝    

31 

友引 

  

 

 

 
 

 

 

3 
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 

４４４４    

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 

●アイフォン教室○
コ
 

●味覚味覚味覚味覚の学校の学校の学校の学校○
ア

 

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 

●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    

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    

●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((((一般一般一般一般））））○ア     

13:30～15:30 

500 円(コーヒー付) 

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 

●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    

●こども志向塾○
コ
 

●WAC 見学ツアー○
コ
 

  10:00～15:30 

歌カフェ歌カフェ歌カフェ歌カフェ((((法人法人法人法人))))○ア    

有機昼市 

開催中！ 

毎週金曜日 

新鮮な野菜を 

お届けします 

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：柴田） 

 

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    

続可能な農業を推進す

る。3.あらゆる年齢の

すべての人の健康的な

生活を保障し、福祉を

促進する。4.すべての

人にインクルーシブか

つ公平で質の高い教育

を保障し、生涯学習の 

機会を促進する。 

 

みなさん「SDGs」をご存

知ですか？ 

2015年9月25日国連

総会で「我々の世界を変

革する：持続可能な開発 

 

    コラムコラムコラムコラム    

のための 2030 アジェン

ダ」を採択。その中核が

2030 年を達成目標とす

る 17 のゴール（目標）

と169のターゲットから

なるSDGs(SustaiNable 

Development Goals)です。 

私たちWACNET.グルー

プは、今年SDGs17の中 

から特に 1.2,3,4 及び

8 の社会課題の解決の

ために NPO としてゴー

ルをめざすことを決め

ました。1.あらゆる場

所で、あらゆる形態の

貧困を終わらせる。2.

飢餓を終わらせ、食料

安全保障と栄養改善を

達成するとともに、持 

8.すべての人のための

持続的、インクルーシブ

かつ持続可能な経済成

長、生産的な完全雇用と

ディーセント・ワーク

（働きがいのある人間ら

しい仕事）を推進する。 

この豊橋から小さな

地域モデルをつくり、高 

VOL.10 

齢者も障がい者もシン

グルマザーも外国人も

ともに働き、住まい、シ

ェアする街をつくって

いく。ひとりひとりが孤

立しないように世代間

を越え、こどももおとな

も楽しくコミュニケー

ションでき暮らせる街    

をめざす。12年間培った

農薬を使わない農業の

実践と新しく始めた「も

ったいない」ありがとう

運動、そして自由な感性

で描く「ARTBRUT」の世

界。WACNET.は2030年を

めざします。 

加藤政実 

 

●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    

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 

●酵素の学校酵素の学校酵素の学校酵素の学校○○○○アアアア     

        10:10:10:10:33330000～～～～11116666::::00000000    

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    

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    

●エンディングノートの

作成教室（書き方）○
コ

 

●アイフォン教室○
コ
 

13:30～14:30 

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    

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
 

14:00～15:30 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

14:00～15:30 

 

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、柴田まで 

カレーライスカレーライスカレーライスカレーライス    

のののの日日日日    

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

14:00～15:30 

有機昼市11:00～15:00 

●居住支援居住支援居住支援居住支援フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム    

        12:3012:3012:3012:30～～～～11117777:00:00:00:00    

            豊橋豊橋豊橋豊橋市民センター市民センター市民センター市民センター5F5F5F5F    

            （カリオン（カリオン（カリオン（カリオンビル）ビル）ビル）ビル）    


