
 

 

    
      

               

 

 

 

 

 

      

                                                 

 

 

 

      

                 世代を超えたアートと音楽の 

           融合 

           ＷＡＣ合唱団＆ＷＰＢも参加！！ 

ソングリーダー：：：：加藤加藤加藤加藤    雅子雅子雅子雅子    

                    AAAA                                    ゲストオカリナ：鈴木：鈴木：鈴木：鈴木    あきらあきらあきらあきら                            

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：２月８日（土） ２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） 

 

          地域の茶の間・地域の居場所 

 

が交流サロンになります。 

みんな おいでん！！ 

 

◎月曜日、水曜日：高齢者サロン月曜日、水曜日：高齢者サロン月曜日、水曜日：高齢者サロン月曜日、水曜日：高齢者サロン    

 60 才以上の方なら誰でも参加できます 

10:00～15:00 利用料 1日 300 円／回 ランチ 300 円 

◎火曜日：子育てサロン火曜日：子育てサロン火曜日：子育てサロン火曜日：子育てサロン    

 子育て中のママなら誰でも参加できます 

10:00～15:00 利用料 1日 300 円／回 ランチ 300 円 

◎金曜日金曜日金曜日金曜日：こども食堂こども食堂こども食堂こども食堂    

    あそびと食事と宿題をいっしょにしよう 

16:00～20:00 夕食 こども無料 大人 300 円 

1111日日日日1111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！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！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！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！ 

           

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 
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◎会 場:  

◎2/20(木)＠まちなか  市民センター(カリオンビル) 小会議室  19:00～21:00 

◎2/21(金)＠東田、旭  さくらピア 大会議室            14:00～16:00 

◎2/21(金)＠向山    ＷＡＣアグリカフェ           19:00～21:00 

◎対象者:東田・旭・まちなか・向山地区にお住まいのみなさま、 

◎検討事項:地域で困っていること、問題と考えられること、ご意見をお聞かせください。 

◎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 

〒440-0823 豊橋市南瓦町 14-1 WAC ビル 2F TEL 0532-52-4315 FAX 0532-56-0702 

E-mail info@wacnet.jp,HP http://www.wacnet.jp/tasukeai/ 担当：鈴木    

    

人気のランチメニュー人気のランチメニュー人気のランチメニュー人気のランチメニュー    

日替わりランチ日替わりランチ日替わりランチ日替わりランチ７００円７００円７００円７００円    

((((お味噌汁＋コーヒー付お味噌汁＋コーヒー付お味噌汁＋コーヒー付お味噌汁＋コーヒー付))))    

                                        

    

    

    

    

    

    

    

営業時間営業時間営業時間営業時間    11:0011:0011:0011:00～～～～11114:304:304:304:30（駐車場完備）（駐車場完備）（駐車場完備）（駐車場完備）    

豊橋豊橋豊橋豊橋総合卸センター１階茶亭おふく総合卸センター１階茶亭おふく総合卸センター１階茶亭おふく総合卸センター１階茶亭おふく    

豊橋市問屋町豊橋市問屋町豊橋市問屋町豊橋市問屋町 11114444 総合卸センター総合卸センター総合卸センター総合卸センター1111 階階階階    

℡℡℡℡0000532532532532----32323232----3630  3630  3630  3630  店主店主店主店主    小笠原小笠原小笠原小笠原    

 こどもたち一人一人は天から授かった宝物ですこどもたち一人一人は天から授かった宝物ですこどもたち一人一人は天から授かった宝物ですこどもたち一人一人は天から授かった宝物です    

    こだわりのこだわりのこだわりのこだわりの木質空間木質空間木質空間木質空間とととと安心安全な食材安心安全な食材安心安全な食材安心安全な食材で豊かな感性を育みませんか？で豊かな感性を育みませんか？で豊かな感性を育みませんか？で豊かな感性を育みませんか？    

 

 

 

 

    

        

「「「「働き方改革」私たちは働く女性たちを応援します！働き方改革」私たちは働く女性たちを応援します！働き方改革」私たちは働く女性たちを応援します！働き方改革」私たちは働く女性たちを応援します！    

０才児   ３６，０００円 

１・２才児 ３５，０００円 

空きがあれば即利用可！ 園児募集！ 

１才児～就学前の児童→病児保育あり 

開園時間 月曜～日曜 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 

ＶＯＬ．ＶＯＬ．ＶＯＬ．ＶＯＬ．５３５３５３５３    

2222020020020020 年年年年 2222 月号月号月号月号    
すべてすべてすべてすべて予約予約予約予約がががが必要必要必要必要ですですですです    

ＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴ....ＨＰＨＰＨＰＨＰ    httphttphttphttpssss://www.wacnet.jp/://www.wacnet.jp/://www.wacnet.jp/://www.wacnet.jp/    

たすけあい居住支援センターＨＰたすけあい居住支援センターＨＰたすけあい居住支援センターＨＰたすけあい居住支援センターＨＰ        httphttphttphttpssss://www.wacnet.jp/kyojyu://www.wacnet.jp/kyojyu://www.wacnet.jp/kyojyu://www.wacnet.jp/kyojyu////    

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人たすけあいたすけあいたすけあいたすけあい三河ＨＰ三河ＨＰ三河ＨＰ三河ＨＰ    httphttphttphttpssss://www.wacnet.://www.wacnet.://www.wacnet.://www.wacnet.jp/tasukeai/jp/tasukeai/jp/tasukeai/jp/tasukeai/    

 

 

 

 

アパートを借りよう

としたら保証人が必

要と言われた… 

親族には迷惑を 

かけたくない 

障がいの息子の 

将来を家族に代わり 

託したい 

一人暮らしで、 

自宅で急に倒れた時 

どうしたらよいのか 

 

 

 お問合せお問合せお問合せお問合せ    ☎☎☎☎０５３２－５２－４３１５０５３２－５２－４３１５０５３２－５２－４３１５０５３２－５２－４３１５    

こんなことでこんなことでこんなことでこんなことで困って困って困って困っていませんかいませんかいませんかいませんか！？！？！？！？    

たすけあい三河たすけあい三河たすけあい三河たすけあい三河ににににご相談ご相談ご相談ご相談くださいくださいくださいください！！！！    

保育士 

同時 

 募集中！ 

快適な木質快適な木質快適な木質快適な木質空間空間空間空間    安心の職員安心の職員安心の職員安心の職員配置配置配置配置    こだわりの給食こだわりの給食こだわりの給食こだわりの給食    

・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 

    

住民住民住民住民    

懇談会懇談会懇談会懇談会    年齢年齢年齢年齢性別問わず、性別問わず、性別問わず、性別問わず、どなたでも参加どなたでも参加どなたでも参加どなたでも参加できます。できます。できます。できます。地域地域地域地域でででで困って困って困って困っていること、いること、いること、いること、問題と考えられる問題と考えられる問題と考えられる問題と考えられる

こと、こと、こと、こと、なんでもなんでもなんでもなんでもご意見をご意見をご意見をご意見をお聞かせお聞かせお聞かせお聞かせくださいくださいくださいください    

共生社会を支える地域の力！共生社会を支える地域の力！共生社会を支える地域の力！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」「住みやすい地域をみんなで創る」「住みやすい地域をみんなで創る」「住みやすい地域をみんなで創る」 

    

第第第第 1111 回回回回    

トヨハシトヨハシトヨハシトヨハシ    

ブリュットブリュットブリュットブリュット    

金賞金賞金賞金賞    

「電車アズールシャープ」「電車アズールシャープ」「電車アズールシャープ」「電車アズールシャープ」    

早川早川早川早川    拓馬さん（三重県玉城町）拓馬さん（三重県玉城町）拓馬さん（三重県玉城町）拓馬さん（三重県玉城町）    

銀賞銀賞銀賞銀賞    「Ｍａｎｄａｒａ」「Ｍａｎｄａｒａ」「Ｍａｎｄａｒａ」「Ｍａｎｄａｒａ」    

Ｔｏｂｂｙさん（東京都Ｔｏｂｂｙさん（東京都Ｔｏｂｂｙさん（東京都Ｔｏｂｂｙさん（東京都））））    

銅賞銅賞銅賞銅賞    「静か×３」「静か×３」「静か×３」「静か×３」    

安井安井安井安井    海人さん（三重県津市）海人さん（三重県津市）海人さん（三重県津市）海人さん（三重県津市）    

    

第第第第10101010回回回回    

とよはしとよはしとよはしとよはし音楽祭音楽祭音楽祭音楽祭    

10101010 年間年間年間年間全国の全国の全国の全国の心の心の心の心の病の方を対象に作詞部門、作曲部門、全部門病の方を対象に作詞部門、作曲部門、全部門病の方を対象に作詞部門、作曲部門、全部門病の方を対象に作詞部門、作曲部門、全部門にににに分けて分けて分けて分けて

コンテストを開催しています。今年もコンテストを開催しています。今年もコンテストを開催しています。今年もコンテストを開催しています。今年もノミネートノミネートノミネートノミネートされたされたされたされた 13131313 組組組組 13131313 名名名名の方がの方がの方がの方が

全国から豊橋にやって来ます。全国から豊橋にやって来ます。全国から豊橋にやって来ます。全国から豊橋にやって来ます。地元の地元の地元の地元の市民の市民の市民の市民のみなさんも是非応援してみてみなさんも是非応援してみてみなさんも是非応援してみてみなさんも是非応援してみて

下さい。下さい。下さい。下さい。整理券整理券整理券整理券はははは事務局でお渡ししています。事務局でお渡ししています。事務局でお渡ししています。事務局でお渡ししています。    

トヨハシトヨハシトヨハシトヨハシブリュットブリュットブリュットブリュット    

受賞受賞受賞受賞作品作品作品作品紙上公開！紙上公開！紙上公開！紙上公開！！！！！    

    

昨年昨年昨年昨年から始まっから始まっから始まっから始まったたたた全国公募全国公募全国公募全国公募！！！！    

青森青森青森青森,,,,石川石川石川石川,,,,長野長野長野長野,,,,兵庫兵庫兵庫兵庫,,,,広島広島広島広島,,,,香川香川香川香川などなどなどなど    

からからからからたくさんのご応募たくさんのご応募たくさんのご応募たくさんのご応募いただいただいただいただきましたきましたきましたきました。。。。    

作品展示は作品展示は作品展示は作品展示は    

3333 月月月月 23232323 日日日日（月）～（月）～（月）～（月）～4444 月月月月 5555 日日日日（日）（日）（日）（日）    

名豊ギャラリーで開催します。名豊ギャラリーで開催します。名豊ギャラリーで開催します。名豊ギャラリーで開催します。    

上位上位上位上位優秀優秀優秀優秀作品作品作品作品 15151515 点点点点はははは    

アールブリュットアールブリュットアールブリュットアールブリュット２０２０２０２０２０２０２０２０とよはしとよはしとよはしとよはし    

4444 月月月月 7777 日日日日（火）～（火）～（火）～（火）～4444 月月月月 12121212 日日日日（日）（日）（日）（日）    

豊橋豊橋豊橋豊橋市市市市美術博物館で開催します。美術博物館で開催します。美術博物館で開催します。美術博物館で開催します。    

お楽しみにお楽しみにお楽しみにお楽しみに！！！！！！！！    

愛知県愛知県愛知県愛知県知事賞知事賞知事賞知事賞    愛知県副愛知県副愛知県副愛知県副知事賞知事賞知事賞知事賞    豊橋市長賞豊橋市長賞豊橋市長賞豊橋市長賞 

審査員審査員審査員審査員特別賞特別賞特別賞特別賞 
新年新年新年新年 1111 月月月月 7777 日日日日にににに 8888

名の審査員に名の審査員に名の審査員に名の審査員によよよよ

るるるる厳正な厳正な厳正な厳正な審査が審査が審査が審査が

行われました行われました行われました行われました。。。。    

◎開催日：２月１５日（土） ◎時 間：１３：００～１６：００ 

◎参加費：無料             ◎定 員：５００名 

◎会 場：豊橋市民文化会館大ホール（豊橋市向山大池町 20-1 TEL 0532-61-5111） 

◎プログラム：13:00〜14:30 ミュージックコンテスト 

       14:45〜15:30 ゲスト 口笛奏者 高木満理子、シンキンズバンド、 

Ｗ．Ｐ．Ｂ．他 

       15:30〜16:00 「第 10 回とよはし音楽祭 表彰式」 

◎お問い合わせ：愛知チャレンジド・クリエイティブ・アワード・コンペティション 

TEL 0532-52-4315 FAX 0532-56-0702 担当：鈴木 

第第第第 11110000 回とよはし音楽祭回とよはし音楽祭回とよはし音楽祭回とよはし音楽祭 2222 月月月月 15151515 日（土）開催！日（土）開催！日（土）開催！日（土）開催！    

こころの病・チャレンジド音楽の祭典こころの病・チャレンジド音楽の祭典こころの病・チャレンジド音楽の祭典こころの病・チャレンジド音楽の祭典    

この国にこの国にこの国にこの国に共に生きる共に生きる共に生きる共に生きる

多くの人に、私たち多くの人に、私たち多くの人に、私たち多くの人に、私たち

がつくる曲で、言葉がつくる曲で、言葉がつくる曲で、言葉がつくる曲で、言葉

で、音楽で、あるがまで、音楽で、あるがまで、音楽で、あるがまで、音楽で、あるがま

ままままのののの私を伝えたい私を伝えたい私を伝えたい私を伝えたい。。。。    

        

エンディングエンディングエンディングエンディング    

ノートのノートのノートのノートの    

作成教室作成教室作成教室作成教室    

    

みんなでみんなでみんなでみんなで    

歌うシンフォニー歌うシンフォニー歌うシンフォニー歌うシンフォニー！！！！    

歌歌歌歌カフェカフェカフェカフェ    

    

みんなのみんなのみんなのみんなの居笑居笑居笑居笑    

サロンサロンサロンサロン    

事前予約要 

ボランティアボランティアボランティアボランティア募集募集募集募集    


