
 

 

    
      

               

 

 

 

 

 

 

 

この地域ではパパやママがしっ 

かりと食事や軽食を準備してい 

るご家庭が比較的多いとは思い 

ますが、学校給食とは違った食 

べる環境を提供することで、何 

かが変わる予感がします。 

 

小学生小学生小学生小学生    小学校休みの間小学校休みの間小学校休みの間小学校休みの間のののの緊急営業！緊急営業！緊急営業！緊急営業！    

◎日 時：金曜日、土曜日 

１２：００～１６：００ 

◎会 場：みんなの居笑（いえ）豊橋市向山大池町3番地1 

◎定 員：１０名 

◎費 用：昼食  こども無料 

大人 300 円 

利用料 こども無料 

大人 300 円 

        

加藤加藤加藤加藤政実の政実の政実の政実の    

講演＆相談会講演＆相談会講演＆相談会講演＆相談会    

                                                        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    

                                                                                    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 

ィングノートまで 

―他人に迷惑をかけない「ひとり」の締め括り方、人生の終わ

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

す。 

◎日 時：４月２２日（水） 

１０：００～１２：００ 

◎会 場：WAC ｱｸﾞﾘｶﾌｪ ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｼﾞｵ 

◎定 員：２０名 

◎対 象：６０才以上の方 

◎参加費：無料（予約制） 

           

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 

 

          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（小学校休みの間（小学校休みの間（小学校休みの間（小学校休みの間閉鎖）閉鎖）閉鎖）閉鎖）    

    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！    

        

本当の自立とは！本当の自立とは！本当の自立とは！本当の自立とは！    

自立していくプロセスをお伝えします。 

本当に大切な命を輝かせましょう。 

加藤政実の講演＆相談会 

             輝け未来セミナー輝け未来セミナー輝け未来セミナー輝け未来セミナー    

                 

障がい者、高齢者などハンディキャップを抱える人のための「働

く」「住まい」「生きる」をいっしょに考え解決していきます。 

◎日 時：４月２２日（水） 

セミナー １４：００～１５：３０ 

相談会  １５：３０～１８：００ 

◎会 場： WAC ｱｸﾞﾘｶﾌｪ ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｼﾞｵ 

◎定 員：２０名 

◎対 象：障がい者、高齢者、生活困窮者、 

外国人、シングルマザーなど 

◎参加費：無料（相談は事前予約制）    

    

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．５５５５５５５５    

2222020020020020 年年年年 4444 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    

    

アールアールアールアール    

ブリュットブリュットブリュットブリュット    

トヨハシトヨハシトヨハシトヨハシ    

 

    

 
◎開催日：４月２７日（月）～５月１０日（日） 

◎時 間：10:00AM～19:00PM 

◎入場料：無料 

◎会 場：名豊ギャラリー 

     豊橋市駅前大通２丁目３３−１開発ビル９Ｆ 

     TEL 0532-51-5610 

※新型※新型※新型※新型コロナウイルスのコロナウイルスのコロナウイルスのコロナウイルスの発生の為発生の為発生の為発生の為日程を日程を日程を日程を変更させて頂きました変更させて頂きました変更させて頂きました変更させて頂きました。。。。    

 

第第第第 1111 回トヨハシブリュット作品展回トヨハシブリュット作品展回トヨハシブリュット作品展回トヨハシブリュット作品展    

     

    

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    特別展示特別展示特別展示特別展示    

◎開催日：４月７日（火）～４月１２日（日） 

◎時 間：9:00AM～5:00PM(12 日のみ 4:00 まで) 

◎入場料：無料 

◎会 場：豊橋市美術博物館 

    豊橋市今橋町３－１（豊橋公園内） 

     TEL 0532-51-2882 

第9 回を迎えるアールブリュット

トヨハシ(4/6～5/10)です。 

トヨハシブリュットの作品の

展示は右記の会場でご覧頂け

ます。名豊ギャラリーでは全作

品を展示。アールブリュット

2020 特別展示では受賞作品 15

点を展示します。 

乞うご期待！！ 

■まちなかギャラリー■まちなかギャラリー■まちなかギャラリー■まちなかギャラリー「アールブリュットとよはし「アールブリュットとよはし「アールブリュットとよはし「アールブリュットとよはしⅠⅠⅠⅠ」」」」    

◎開催日：４月６日（月）～５月１０日（日） 

◎会 場：WACアグリカフェ ギャラリー 

豊橋市南瓦町14-1 TEL 0532-52-4315 

■まちなかギャラリー■まちなかギャラリー■まちなかギャラリー■まちなかギャラリー「アールブリュットとよはし「アールブリュットとよはし「アールブリュットとよはし「アールブリュットとよはしⅡⅡⅡⅡ」」」」    

◎開催日：４月６日（月）～５月１０日（日） 

◎会 場：みんなの居笑 ギャラリー 

豊橋市向山大池町番地1  TEL 0532-52-4315 

■第■第■第■第1111回回回回トヨハシブリュットアートコンテスト表彰式トヨハシブリュットアートコンテスト表彰式トヨハシブリュットアートコンテスト表彰式トヨハシブリュットアートコンテスト表彰式    

◎開催日：４月７日（月）11:00～ 

◎会 場：豊橋市美術博物館 第3企画展示室 

◎ゲスト：早川拓馬サン、前野一慶サン他上位入賞者 

◎総 評：トヨハシブリュット選考委員長 鈴木敏春サン 

 

※※※※別紙リーフレットをご参照下さい別紙リーフレットをご参照下さい別紙リーフレットをご参照下さい別紙リーフレットをご参照下さい    

■アールブリュットギャラリートーク■アールブリュットギャラリートーク■アールブリュットギャラリートーク■アールブリュットギャラリートーク    第第第第3333企画企画企画企画展示室展示室展示室展示室    

◎開催日：４月１１日（土） 

     11:00～ ﾄﾖﾊｼﾌﾞﾘｭｯﾄ             ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ  加藤政実サン 

14:00～  河合孝昌さんと共に   ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ  加藤政実サン 

４月１２日（日） 

     11:00～ 名東福祉会の作品から ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ  三上政美サン 

     14:00～ 希望の園の作品から   ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ  村林真哉サン 

■ゆいフィールミュージック■ゆいフィールミュージック■ゆいフィールミュージック■ゆいフィールミュージックライブライブライブライブ「「「「自由に自由に自由に自由に生きる人たち」生きる人たち」生きる人たち」生きる人たち」    

第 10 回で一時休止にしたゆいフィールコンサートの後続企画。アー

ルブリュットトヨハシから再起動です。とよはし音楽祭グランプリ受

賞の有馬拓也さん始め県内及び地元の障がい者クリエイターたちが

バンドや弾き語り、ダンスでパフォーマンスを見せます。 

◎開催日：４月１８日（土）13:30～16:30 

◎会 場：豊橋市民文化会館 リハーサル室 

◎定 員：100名 ◎入場無料 

◎参加予定者 

 ・有馬拓也サン（第10回とよはし音楽祭グランプリ受賞者） 

 ・ちゃぼ＆アキラ（鈴木将仁サン鈴木あきらサンユニット） 

 ・フミヒロ（故竹内文浩サンのメモリアルステージ） 

 ・Ｗ．Ｐ．Ｂ．（WACパーカッションバンド 指導：加藤ちゃぼ） 

 ・WAC合唱団（創立15周年オリジナル曲・笑顔の花） 

 ・ツービート（WAC漫才ユニット） 

 ・うごくからだ（WACパフォーマンスチーム） 

 ・代表トーク（WACNET.グループ代表 加藤政実）  

その他入場者多数 

■歌カフェ■歌カフェ■歌カフェ■歌カフェスペシャルスペシャルスペシャルスペシャル    ――――ｱｰﾙｱｰﾙｱｰﾙｱｰﾙﾌﾞﾘｭｯﾄﾐｭｰｼﾞｯｸｲﾍﾞﾝﾄﾌﾞﾘｭｯﾄﾐｭｰｼﾞｯｸｲﾍﾞﾝﾄﾌﾞﾘｭｯﾄﾐｭｰｼﾞｯｸｲﾍﾞﾝﾄﾌﾞﾘｭｯﾄﾐｭｰｼﾞｯｸｲﾍﾞﾝﾄ    

世代を超えたアートと音楽の融合 WAC 合唱団＆WPBも参加！ 

◎開催日：４月２５日（土）13:30～16:30 

◎会 場：WAC アグリカフェ 豊橋市南瓦町 14-1 

TEL 0532-52-4315 

◎定 員：40 名 

◎入場料：1名 1,000 円（ドリンク、デザート付） 

■名豊■名豊■名豊■名豊ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー    トーク＆ライブトーク＆ライブトーク＆ライブトーク＆ライブ    

トヨハシブリュット審査員によるトークショー、対談 

障がい者作家、ミュージシャンによるパフォーマンスを 

お楽しみ下さい。 

「トヨハシブリュットと未来と世界観」 

◎開催日：４月２９日（水）13:30～ 

◎ゲスト：トヨハシブリュット選考委員長 鈴木敏春サン 

◎開催日：５月 ４日（月）13:30～ 

◎ゲスト：地元ミュージシャン 弾き語り 磯貝史治サン 

 

        

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    

    

前向き前向き前向き前向き    

終活終活終活終活    

セセセセミナーミナーミナーミナー    

相談無料 

    

ここここどもどもどもども    

食堂食堂食堂食堂    

・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 

    

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    

    

輝け未来輝け未来輝け未来輝け未来    

セミナーセミナーセミナーセミナー    

自立支援 

www.wacnet.jp 


