
●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

 

●居住支援住宅相談会 

13:00～17:00(予約要) 

●映画ファンの会○
ア

 

14:00～ 

●映画ファンの会○
ア

 

14:00～ 

●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 

●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 

●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 

●自分史塾○
コ
 

9:30～12:00 

2019  

 

令和元年 

 

 

    

日ＳＵＮ 月ＭＯＮ 火ＴＵＥ 水ＷＥＤ 木ＴＨＵ 金ＦＲＩ 土ＳＡＴ 

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 

1 

大安大安大安大安    天皇即位の日天皇即位の日天皇即位の日天皇即位の日    

2 

赤口 国民の休日国民の休日国民の休日国民の休日 

3 

先勝 憲法記念日憲法記念日憲法記念日憲法記念日 

4
 

友引 みどりの日みどりの日みどりの日みどりの日 

5 

仏滅 こどもの日こどもの日こどもの日こどもの日 

6 

大安大安大安大安    振替休日振替休日振替休日振替休日    

7 

赤口 

8 

先勝 

9 

友引 

10 

先負 

11
 

仏滅 

12 

大安大安大安大安    

13 

赤口 

14 

先勝 

15 

友引 

16 

先負 

17 

仏滅 

18 

大安大安大安大安    

19 

赤口 

20 

先勝 

21 

友引 

22 

先負 

23 

仏滅 

24 

大安大安大安大安    

25 

赤口    

26 

先勝 

27 

友引 

28 

先負 

29 

仏滅 

30 

大安大安大安大安    

31 

赤口 

 

  

 

 

 

 

5 
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 

６６６６    

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 

●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ののの日日日日    

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
 

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 14-1（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。 

有機昼市11:00～15:00 

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 
●アイフォン教室○

コ
 

13:30～14:30 

●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    

 

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 

シングルマザー、孤独

死、介護放棄、老老介護、

認知症、精神障がい

25％、発達障がい急増、

農薬、薬物依存、一人暮

らし世帯 35％などな

ど。 

WACNET.グループは、

対処法としての地域社

会での地域課題、生活課

題に向き合いその解決

のため20年間活動をし

てきた。世も平成から令令令令

和和和和へ、新しい息吹を感じ

ながら、次の時代へ向か

う。生活圏コミュニティ

の形成と地域創生（地域

社会の機能復活）。一人

一人が孤立しない生活 

 

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    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 

●酵素の学校○ア     

活活活活したすけあい暮らしたすけあい暮らしたすけあい暮らしたすけあい暮ら

す。そして目に見えるす。そして目に見えるす。そして目に見えるす。そして目に見える

産業がそこにある。デ産業がそこにある。デ産業がそこにある。デ産業がそこにある。デ

ィーセント・ワークがィーセント・ワークがィーセント・ワークがィーセント・ワークが

ありＮＰＯありＮＰＯありＮＰＯありＮＰＯ    発のベー発のベー発のベー発のベー

シックインカムがあシックインカムがあシックインカムがあシックインカムがあ

る。そして、その地域にる。そして、その地域にる。そして、その地域にる。そして、その地域に

あった形で地域を活性あった形で地域を活性あった形で地域を活性あった形で地域を活性

化し、個性あるまちを化し、個性あるまちを化し、個性あるまちを化し、個性あるまちを

誕生させ、人々の暮ら誕生させ、人々の暮ら誕生させ、人々の暮ら誕生させ、人々の暮ら

しを豊かにする。そのしを豊かにする。そのしを豊かにする。そのしを豊かにする。その

先には、世界のまちを先には、世界のまちを先には、世界のまちを先には、世界のまちを

活性化させ、人々の充活性化させ、人々の充活性化させ、人々の充活性化させ、人々の充

実した生活を実現させ実した生活を実現させ実した生活を実現させ実した生活を実現させ

る。る。る。る。「「「「愛は国境を越え愛は国境を越え愛は国境を越え愛は国境を越えてててて

いく地域のしあわせ！いく地域のしあわせ！いく地域のしあわせ！いく地域のしあわせ！

世界のしあわせ！みん世界のしあわせ！みん世界のしあわせ！みん世界のしあわせ！みん

なのしあわせ！」なのしあわせ！」なのしあわせ！」なのしあわせ！」    

a加藤政実 

 

●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((((法人法人法人法人))))○ア    

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     

●住民懇談会＠東田・旭 

       19:00～21:00 

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    

●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 

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
 

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 

 

圏コミュニティ、医療福

祉と産業が程よい関係

を保つ。一人一人が精神

性を保つには程よいス

ケール感と目に見える

距離感が必要であり、そ

の先に生活圏コミュニ

ティと生活圏コミュニ

ティが集まることで地

域圏域が作られ、目に見

える範囲で地域経済も

動いていく「持続可能循「持続可能循「持続可能循「持続可能循

環型地域社会（環型地域社会（環型地域社会（環型地域社会（SROCSROCSROCSROC）」）」）」）」。

次の時代、私たちはグロ

ーバル化する世界（グロ

ーカル）と人間が人間ら

しく生活する生活圏コ

ミュニティを同時に手

にすることで、快適な 

WACNET.WACNET.WACNET.WACNET.visvisvisvisiiiion on on on 

to2030to2030to2030to2030    

愛は国境を越えていく愛は国境を越えていく愛は国境を越えていく愛は国境を越えていく    

地域のしあわせ！地域のしあわせ！地域のしあわせ！地域のしあわせ！    

世界のしあわせ！世界のしあわせ！世界のしあわせ！世界のしあわせ！    

 

未来がどうかわるか。未来がどうかわるか。未来がどうかわるか。未来がどうかわるか。

誰もわからない。今ある誰もわからない。今ある誰もわからない。今ある誰もわからない。今ある

現実を踏まえて明日が現実を踏まえて明日が現実を踏まえて明日が現実を踏まえて明日が

あると信じる。多くの市あると信じる。多くの市あると信じる。多くの市あると信じる。多くの市

民が明るい社会を描け民が明るい社会を描け民が明るい社会を描け民が明るい社会を描け

ば必ず未来は明るい社ば必ず未来は明るい社ば必ず未来は明るい社ば必ず未来は明るい社

会となる。会となる。会となる。会となる。    

    コラムコラムコラムコラム    

人生を歩むことができ

る。その大きなチャレン

ジが今始まる。日本の豊

橋市向山・旭地区か

ら・・・ 

今地域にある問題・課

題は、資本主義の終末現

象であり、今絶頂期にあ

る中国を含め、今後アジ

ア各国においても必ず

起こる現実でもある。今

あるこの痛みは、この壁

を乗り越えることで、そ

こにノウハウとシステ

ムが生まれ、多くの国で

将来起こるであろう出

来事に向けて日本人と

しての役割が生まれる。

絶望的と考えるよりポ 

 

VOL.12 

ジティブに、今こそ地域

の課題、日本の課題に向

き合うことでマーケッ

トは生れ、解決すること

で市場は拡大していく。

これから活躍を期待さ

れる人にとり未来は非

常に明るい。時代は創時代は創時代は創時代は創    

るもので与えられるもるもので与えられるもるもので与えられるもるもので与えられるも

のではない。のではない。のではない。のではない。    

WACNET.VisonWACNET.VisonWACNET.VisonWACNET.Visonは、生活は、生活は、生活は、生活

圏コミュニティを小さ圏コミュニティを小さ圏コミュニティを小さ圏コミュニティを小さ

くつくり、お互いがたすくつくり、お互いがたすくつくり、お互いがたすくつくり、お互いがたす

けあいシェアし人間らけあいシェアし人間らけあいシェアし人間らけあいシェアし人間ら

しさを優先する世界をしさを優先する世界をしさを優先する世界をしさを優先する世界を

描く。そこには高齢者、描く。そこには高齢者、描く。そこには高齢者、描く。そこには高齢者、

障がい者、生活困窮者、障がい者、生活困窮者、障がい者、生活困窮者、障がい者、生活困窮者、

シングルマザー、外国人シングルマザー、外国人シングルマザー、外国人シングルマザー、外国人

など差別はなく、共に生など差別はなく、共に生など差別はなく、共に生など差別はなく、共に生    

日本は 74 年前（1945

年）、モノとおカネの価値

を一番とした社会へと舵

を切る。もう少し遡れば

150年前（明治維新）私た

ちの先達たちは文明開化

として西洋に追いつく道

を選択する。モノを中心

にしたモノづくり大量生

産大量販売の経済システ

ムは、一度は成功したか

と思えたが、実は日本の

精神性、習慣、倫理観、家

族制度などそれまでの地

域社会、家族関係を崩壊

させた。今、私たちは呆然

と崩れ去った社会を俯瞰

する。超高齢化少子化社

会、人口減、児童虐待、 

 

●自分史塾○
コ
 

9:30～12:00 

●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 

       19:00～21:00 

まちなかまちなかまちなかまちなかギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー((((    ～～～～5/75/75/75/7))))    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、、、、みんなのみんなのみんなのみんなの居居居居笑、くらサポカフェ笑、くらサポカフェ笑、くらサポカフェ笑、くらサポカフェ    

●第第第第3333回回回回居住居住居住居住支援フォーラム支援フォーラム支援フォーラム支援フォーラム    

    岡崎岡崎岡崎岡崎竜美竜美竜美竜美丘丘丘丘会館会館会館会館    

        11112222::::33330000～～～～11117777:00:00:00:00    

☆☆☆☆第第第第 8888 回回回回アウトサイダーアウトサイダーアウトサイダーアウトサイダーアートアートアートアート 2019201920192019 豊橋豊橋豊橋豊橋    

サービスコース 


