
●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～ 

●映画ファンの会○
ア

 

14:00～ 

●居住支援住宅相談会 

●位巳光児のココロの 

ワンポイントレッスン○
み

 

●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 

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
 

●エンディングノートの 

作成教室（書き方）○
コ

 

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
 

先勝 

2 

友引 

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 

仏滅 

27 

大安大安大安大安    

28 

赤口 

29 

先勝    

30 

友引 

  

 

 

 

 

 

6 
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 

７７７７    

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
 

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。 

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 

http://www.wacnet.jp/mottainai/ 

 

 

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！！    

℡℡℡℡0532053205320532----52525252----4315431543154315    担当担当担当担当::::稲川稲川稲川稲川    

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    

●酵素の学校○ア  

 10:30～16:30 

    

●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     

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 

       19:00～21:00 

サービスコース 

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 

小椋佳生前葬コンサート

を NHK ホールで開催し

た。全2000作品の中から

毎日25曲4日間で計100

曲を歌い上げた。「僕は白

洲次郎同様「葬式無用 

戒名不用」と考えていま

すが、家内は常識人なの

で、僕が死んだら きっ 

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
 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

14:00～15:30 

有機昼市11:00～15:00 

●アイフォン教室○
コ
 

13:30～14:30 

いくつ秋を数えても 二人

でいたい 

そよ風は見えない 幸せ

も見えない 愛の姿も見え

ないけれど 見えない何か

を信じながら いくつ春を

数えても いくつ秋を数え

ても 二人でいたい 

5年前古希を迎えた彼は、 

 

か天空へ逝く。しかし人生

のけじめもつけずに旅立

つ人たちのなんと多いこ

とか。年老いた人や生活に

困った人たちも、最後は、

安心して幸せに旅立てる

そんな社会を描き創りた

い。支えたい。至福の命で

ある。         a加藤政実 

 

    コラムコラムコラムコラム    

と人並みの通夜や告別式

をやるつもりでしょう。

僕としてはそんな煩わし

いことを家族に押し付け

るのは本意ではないの

で、僕が生きているうち

に済ませてしまおうと思

いました。」（小椋）彼の曲

は、デビューからしばら 

 

VOL.13 

くレコードのみでしか聞

けず、そういえば最初のス

テージが NHK ホールであ

ったことを思い出した。そ

して私自身がTVを見入っ

た記憶も同時に蘇る。 

人はいつか旅立つ。人

生のいろいろな場面を紡

ぎながら演じながらいつ 

    

半世紀前、数ある日本のシ

ンガーソングライターの中

で一番惹かれたのが小椋

佳。彼の曲の中に「六月の

雨」がある。 

六月の雨には 六月の花

咲く 花の姿は変わるけれ

ど 変わらぬ心を誓いなが

ら いくつ春を数えても  

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にするココロがミャンマにするココロがミャンマにするココロがミャンマ    
ーなどーなどーなど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もったいないボランティアもったいないボランティアもったいないボランティア    
プロジェクトとプロジェクトとプロジェクトとプロジェクトと、、、、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ででで
まだまだまだ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てるてるてる    
にはにはにはには「「「「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！！！！！！！！    
    

 

 

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     

 

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 

稲川まで 

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 

アールブリュットまちなかギャラリーアールブリュットまちなかギャラリーアールブリュットまちなかギャラリーアールブリュットまちなかギャラリー    

「秦「秦「秦「秦    彩子彩子彩子彩子」」」」作品展作品展作品展作品展    

～さらさらいくよ～～さらさらいくよ～～さらさらいくよ～～さらさらいくよ～    

6666 月月月月 3333 日日日日((((月月月月))))～～～～    

7777 月月月月 6666 日日日日((((土土土土))))    

会場会場会場会場：：：：WWWWACACACAC アグリカフェアグリカフェアグリカフェアグリカフェ    

雨の季節を迎える。最

近は気候変動で季節が行

ったり来たりする傾向は

あるが、この6月は好き

な季節の一つでもある。 


