すべて予約
すべて予約が
予約が必要です
必要です
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「誰もが住み慣れた地域で暮らすこと」を支援する～共生社会を支える地域の力：「住みやすい地域をみんなで創る」～

住民
懇談会

年齢性別問わず、
年齢性別問わず、どなたでも参加
性別問わず、どなたでも参加できます。
どなたでも参加できます。 地域で
地域で困っていること、
困っていること、問題と考えられる
いること、問題と考えられること、
問題と考えられること、なんでも
こと、なんでもご意見を
なんでもご意見をお聞かせ
ご意見をお聞かせください
お聞かせください
a◎会 場:
豊橋市南瓦町を拠点に活動する
◎6/19(水)＠東田、旭
あいトピア ボランティア活動室
19:00～21:00
WACNET.（NPO 法人福祉住環境地域セ
ンター・NPO 法人たすけあい三河）で
◎6/20(木)＠つつじ
つつじが丘地域福祉センター 研修室
14:00～16:00
は、地域の生活課題及び社会課題の解
◎6/21(金)＠まちなか
市民センター(カリオンビル) 小会議室 19:00～21:00
決のために、定期的に市民の皆様のご
◎6/22(土)＠向山
ＷＡＣアグリカフェ
19:00～21:00
参加のもと住民懇談会を開催していま
◎対象者:東田・旭・つつじ・まちなか・向山地区にお住まいのみなさま、
す。今回は東田・旭・つつじ・まちな
東田・旭・つつじ・まちな
年齢性別問わず、どなたでも参加できます。
か・向山地区
地区の市民のみなさまから奇
か・向山
地区
◎検討事項:地域で困っていること、問題と考えられること、なんでもご意見をお聞かせください。
譚のないご意見をいただく機会を作り
◎申込先:愛知県指定居住支援法人 特定非営利活動法人たすけあい三河
ました。ぜひ多くの市民のみなさまの
〒440-0823 愛知県豊橋市南瓦町 14-1 ＷＡＣビル 2F
参加をお願いいたします。
aTEL 0532-52-4315 FAX 0532-56-0702 E-mail info@wacnet.jp,HP http://www.wacnet.jp/tasukeai/ 担当：稲川
目から鱗の「酵素の学校」が
豊橋でも始まりました
豊橋でも始まりました
無農薬及び
無農薬及び残留
及び残留農薬を
残留農薬を中和
農薬を中和した
中和した
安心安全な
安心安全な果物と野菜
安全な果物と野菜で
果物と野菜で作ります

酵素の
学校

2015 年 9 月にアグリカフェでの第
2 回味覚の学校全国フォーラムを
きっかけにスタートした「味覚の
学校」今回関心をお持ちの市民の
方の他に、安心安全な食に興味の
ある多くの方にも是非「味覚の学
校」に体験参加
体験参加いただける機会を
体験参加
つくりました。
（1 日参加可能です）

味覚の
学校

A
◎日 時：６月２６日（水）10:30～16:00
◎会 場：ＷＡＣビル研修室 豊橋市南瓦町 14-1
◎時 間：１０：３０～１６：３０
◎参加費：５，０００円（材料費１，５００円）
◎定 員：各 20 名（人数が集まり次第締め切り）
◎申込先：特定非営利活動法人福祉住環境地域センター
TEL 0532-52-4315 FAX 0532-56-0702
担当：森崎

◎日 時：６月１１日（火）13:30～16：00
◎テーマ：「初夏のお菓子に使う野菜」
加藤政実とカフェスタッフ
◎会 場：ＷＡＣアグリカフェ
◎費 用：年会費 2,000 円（テキスト代）
月謝 3,000 円（材料代調理費込）
a 年間 36,000 円（前納）
◎申込み＆お問合せ：あいち味覚の学校
TEL 0532－52－4315 森崎
◎申込みはお名前ご住所連絡先明記の上
FAX（0532－56－0702）又は Email:info@wacnet.jp
加藤政実の
加藤政実の
講演＆相談会

地域の茶の間・地域の居場所

みんなの居笑
みんなの居笑
サロン

前向き
終活
セミナー

相談無料

前向き終活セミナー

人生 100 年時代の今だから、
考えてみ
たいものです。
健康、
お金からエンデ
みんな おいでん！！
ィングノートまで
◎月曜日、水曜日：高齢者サロン
月曜日、水曜日：高齢者サロン
事前予約要
―他人に迷惑をかけない「ひとり」の締め括り方、人生の終わ
60 才以上の方なら誰でも参加できます
りに向けて前向きに準備を進め不安を安心に変える方法を学びま
10:00～15:00 利用料 1 日 300 円／回 ランチ 300 円
す。
◎火曜日：子育てサロン
火曜日：子育てサロン
◎日 時：６月１４日（金）
子育て中のママなら誰でも参加できます
１０：００～１２：００
10:00～15:00 利用料 1 日 300 円／回 ランチ 300 円
◎会
場：WAC
ｱｸﾞﾘｶﾌｪ ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｼﾞｵ
◎金曜日
金曜日：こども食堂
金曜日 こども食堂
ボランティア募集
◎定 員：２０名
あそびと食事と宿題をいっしょにしよう
◎対 象：６０才以上の方
16:00～20:00 夕食 こども無料 大人 300 円
1日1回午前又は午後３時間からボランティア活動に参加してみましょう！ ◎参加費：無料（予約制）
が交流サロンになります。

障がい者ひとりひとりの感性
を引き出すアート活動、芸術・
みんなの居笑
みんなの居笑
文化エンターテイメント活動
絵画クラブ
絵画クラブ
を行うまた、交流イベントや
発表する舞台に立つことに
より、本人の自信につながる
活動を行う。
みなさんクラブ活動に参加しよう！
◎日 時：毎週土曜日
①１０：００～１２：００ ②１４：００～１６：００
◎会 場：みんなの居笑（いえ）豊橋市向山大池町3番地1
◎対 象：障がい児・障がい者
◎分 類：自主事業 一般
◎定 員：１０名
◎費 用：入会金 1,000 円
月 2 回 3,000 円 月 4 回 5,000 円

世代を超えたアートと音楽の
融合
ＷＡＣ合唱団＆ＷＰＢも参加！！
歌カフェ
ソングリーダー：
：加藤 雅子
A
ゲストオカリナ：鈴木
：鈴木 あきら
なつかしの歌謡曲やフォークミュージックをピアノに
合わせてみんなで歌います！！
◎開催日：６月８日（土） ６月２２日（土）
◎時 間：１３：３０～１５：３０
◎参加費：５００円
（ﾄﾞﾘﾝｸ、ﾃﾞｻﾞｰﾄ付）
※歌集は貸し出します
◎定 員：４０名（予約制）
◎会 場：ＷＡＣアグリカフェ
（豊橋市南瓦町 14-1 WAC ビル 1F）

みんなで
歌うシンフォニー！
歌うシンフォニー！

エンディング
ノートの
作成教室

４０代からのエンディング
ノート！
あなたも「終活」の第一歩と
してエンディングノートを
書いてみませんか。

◎日
程：毎週火・水・木曜 １０：００～１６：００
◎会
場：WAC ｱｸﾞﾘｶﾌｪ ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｼﾞｵ
◎講座内容：（各１時間）
１．
『エンディングノートの書き方』
（毎月第１水曜日）
２．
『成年後見制度』について
（毎月第３水曜日）
◎受 講 料 ：８，０００円（税込）
各講座代 2,000 円×2
WAC ｱｸﾞﾘｶﾌｪｺｰﾋｰﾁｹｯﾄ代 4,000 円

人気のランチメニュー
日替わりランチ７００円
日替わりランチ７００円

こどもも、大人も、
おじいちゃんも、おばあちゃんも、
みんなのカフェ、みんなの食堂、
地域の交流の場、地域の笑顔！

(お味噌汁＋コーヒー付)
お味噌汁＋コーヒー付)

・自慢のカレーライス 700 円
・ブレンドコーヒー 400 円
・ソフトドリンク
400 円他

営業時間 11:00～
（駐車場完備）
11:00～14:30（駐車場完備）
豊橋総合卸センター１階茶亭おふく
豊橋総合卸センター１階茶亭おふく
豊橋市問屋町 14 総合卸センター1
総合卸センター1 階
℡0532532-3232-3630 店主 武田

〒441-1384 新城市字西入船18-3 佐野ビル１Ｆ TEL 0536-23-5550

こどもたち一人一人は天から授かった宝物です
こだわりの木質空間
こだわりの木質空間と
木質空間と安心安全な食材で豊かな感性を育みませんか？
安心安全な食材で豊かな感性を育みませんか？
こんなことで困って
こんなことで困っていませんか
困っていませんか！？
いませんか！？
一人暮らしで、
自宅で急に倒れた時
どうしたらよいのか

アパートを借りよう
としたら保証人が必
要と言われた…
快適な木質空間
快適な木質空間

障がいの息子の
将来を家族に代わり
託したい

親族には迷惑を
かけたくない

たすけあい三河に
たすけあい三河にご相談ください
ご相談ください！
ください！
お問合せ ☎０５３２－５２－４３１５
市民後見センターとよはし
市民後見センターとよはし／
後見センターとよはし／市民後見センターしんしろ
特定非営利活動法人たすけあい
特定非営利活動法人たすけあい三河
非営利活動法人たすけあい三河

安心の職員配置
安心の職員配置

「働き方改革」私たちは働く女性たちを応援します！
a０才児～３才児！園児募集
保育料一律月額２６，０００円
空きがあれば即利用可！
０才児～就学前の児童→病児保育あり
開園時間 月曜～土曜 毎日 7:30～18:30
豊橋市瓦町２丁目７７(１号線瓦町旧呉病院)
直61-8101 又は 52-4315 太田、佐々木
○

保育士
同時
募集中！

こだわりの給食

