
●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
 

10:00～12:00 

●映画ファンの会○
ア

 

14:00～ 

●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 

●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○
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 

●映画ファンの会○
ア

 

14:00～ 

●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○
コ

 

13:00～17:00(予約要) 

2020  

 

令和２年 

 

    

日ＳＵＮ 月ＭＯＮ 火ＴＵＥ 水ＷＥＤ 木ＴＨＵ 金ＦＲＩ 土ＳＡＴ 

a謹賀新年 
ああああけましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございます    

今年も地域のためがんばらせていただきます今年も地域のためがんばらせていただきます今年も地域のためがんばらせていただきます今年も地域のためがんばらせていただきます    

ＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴ. . . . スタッフ一同スタッフ一同スタッフ一同スタッフ一同    

1 

赤口 元旦元旦元旦元旦 

2 

先勝 

3 

友引 

 

4
 

先負 年賀年賀年賀年賀    

 

5 

仏滅 

6 

大安大安大安大安    

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 成人の日成人の日成人の日成人の日 

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 

先勝    

26 

友引 

27 

先負 

28 

仏滅 

29 

大安大安大安大安    

30 

赤口 

31 

先勝    

    

  

 

 

 

  

1 
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 

２２２２    

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 

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 

●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    

●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     

●アイフォン教室○
コ
 

13:30～14:30 

ニスタン東部の中心地・ジャ

ララバード北部農村を潤し、

2020 年その最終段階に入る

直前の昨年12月4日に中村

医師は凶弾に倒れた。私が

NPO活動をするにあたり、影

響を受けたひとりである。 

 もう一つ彼が使ったフレ

ーズに「一隅を照らす」「一隅を照らす」「一隅を照らす」「一隅を照らす」が 

 

課題・生活課題の中から解

決すべきテーマを見つけ、

地域にこだわり「一隅を照「一隅を照「一隅を照「一隅を照

らす」らす」らす」らす」。少し先の未来を描

きながら、アーツ、農業6

次、リユース、IT、住まい

と想いをカタチにコーデ

ィネートしていく。 

    加藤政実 

 

    コラムコラムコラムコラム    

き上げることが大切であ

る。それぞれに一人ひと

りの使命を自覚し、自分

の仕事や生活に励むこと

が人間としての基本であ

り、一人ひとりがそれぞ

れの持ち場で最善をつく

すことで、まず自分自身

を照らす。そしてそれが 

VOL.20 

自然に周囲の人々の心を

打ち、響いて行くことで

他の人々も照らしてい

く。そしてお互いに良い

影響を与え合い、やがて

社会全体が明るく照らさ

れていく。 

    私たちWACNET.は、令和

2年も豊橋・東三河の社会    

パキスタンで、医療活動を

中心に、復旧活動を行った

中村哲医師の言葉である。

「治療の前に水と食料が必

要だ」「とにかく井戸を掘

れ。お金はなんとかする。」

「病気は後で治す。まずは

人を生かすことを考えよ

う。」緑の大地計画はアフガ 

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 

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 14-1WAC 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。 

サービスコース 

日本日本日本日本ののののモノをモノをモノをモノを大切大切大切大切ににににするするするする習慣習慣習慣習慣をををを『『『『もったいないをありがとう』もったいないをありがとう』もったいないをありがとう』もったいないをありがとう』運動運動運動運動ととととしてしてしてして、、、、ミャミャミャミャ
ンマーなどンマーなどンマーなどンマーなどアジアのアジアのアジアのアジアの発展途上国発展途上国発展途上国発展途上国ののののこどもたちこどもたちこどもたちこどもたちのののの支援支援支援支援とととと日本日本日本日本のセーフティーネットののセーフティーネットののセーフティーネットののセーフティーネットの
人々人々人々人々 にににに活用活用活用活用するするするする福祉福祉福祉福祉のののの仕組仕組仕組仕組みをみをみを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まだでまだでまだで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。。。。でででで
もももも捨捨捨捨てるにはてるにはてるにはてるには「「「「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！！！！！！！！    
 

 

 

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） 

ＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴ....のリユースのリユースのリユースのリユース    無料引取いたします無料引取いたします無料引取いたします無料引取いたします！！！！    

取扱い箇所 

■もったいない 

 ファクトリー 

■WACNET.本部 

■茶亭おふく 

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 2F2F2F2F    

                                                                    店舗店舗店舗店舗    豊橋市豊橋市豊橋市豊橋市瓦町通瓦町通瓦町通瓦町通 1111 丁目丁目丁目丁目 18181818    

 
http://www.wacnet.jp/mottainai/ ℡℡℡℡0532053205320532----55552222----4315431543154315 担当担当担当担当::::永田永田永田永田    

●WAC 見学ツアー○
コ
 

10:00～15:30 

 

ある。これは天台宗最澄

の「山家学生式（さんげが

くしょうしき）」の中の言

葉で、私たちは、それぞれ

の心のなかに仏性という

仏さまの性質を持ってい

る。一人ひとりに本来具

わっている大切な宝物で

ある仏性を引き出し、磨 

 「誰もがそこへ行かぬ

から、我々がゆく。誰も

しないから、我々がす

る。」アフガニスタン・ 

 

●ＷＡＣＮＥＴ．ＷＡＣＮＥＴ．ＷＡＣＮＥＴ．ＷＡＣＮＥＴ．法人法人法人法人    

説明会説明会説明会説明会((((ｶﾘｵﾝｶﾘｵﾝｶﾘｵﾝｶﾘｵﾝﾋﾞﾙﾋﾞﾙﾋﾞﾙﾋﾞﾙ 5F)5F)5F)5F)    

    11111111:00:00:00:00～～～～11116666::::00000000    

    

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    

 

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 

戸田まで 

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    

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 

●ＷＡＣＮＥＴ．ＷＡＣＮＥＴ．ＷＡＣＮＥＴ．ＷＡＣＮＥＴ．法人法人法人法人    

説明会説明会説明会説明会((((ｶﾘｵﾝｶﾘｵﾝｶﾘｵﾝｶﾘｵﾝﾋﾞﾙﾋﾞﾙﾋﾞﾙﾋﾞﾙ 5F)5F)5F)5F)    

●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 

歌カフェ歌カフェ歌カフェ歌カフェ○ア  

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

●2222020020020020 年年年年度度度度    

事業方針発表事業方針発表事業方針発表事業方針発表 

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    

●お正月●お正月●お正月●お正月休み休み休み休み    

        12/2912/2912/2912/29〜〜〜〜1/31/31/31/3    

●ＷＡＣＮＥＴ．住民ＷＡＣＮＥＴ．住民ＷＡＣＮＥＴ．住民ＷＡＣＮＥＴ．住民    

懇談会懇談会懇談会懇談会@@@@まちなかまちなかまちなかまちなか    

●ＷＡＣＮＥＴ．住民ＷＡＣＮＥＴ．住民ＷＡＣＮＥＴ．住民ＷＡＣＮＥＴ．住民    

懇談会懇談会懇談会懇談会@@@@向山向山向山向山    

●ＷＡＣＮＥＴ．住民ＷＡＣＮＥＴ．住民ＷＡＣＮＥＴ．住民ＷＡＣＮＥＴ．住民    

懇談会懇談会懇談会懇談会@@@@東田東田東田東田・・・・旭旭旭旭    

14:0014:0014:0014:00〜〜〜〜16:0016:0016:0016:00    

●通常営業スタート通常営業スタート通常営業スタート通常営業スタート    

    


