
●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) 

●映画ファンの会○
ア

 

14:00～ 

●自分史塾○
コ
 

9:30～12:00 

●もっと身近に「成年後見塾」○
コ
 

10:00～12:00 

●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 

●自分史塾○
コ
 

●居住支援住宅相談会○
コ

 

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 

●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
 

●エンディングノートの 

作成教室（書き方）○
コ

 

2020  

 

令和２年 

 

    

日ＳＵＮ 月ＭＯＮ 火ＴＵＥ 水ＷＥＤ 木ＴＨＵ 金ＦＲＩ 土ＳＡＴ 

2 

赤口 

3 

先勝 

4 

友引 

5 

先負 

6 

仏滅 

7 

大安大安大安大安    

1
 

大安大安大安大安    

8
 

赤口 

9 

先勝 

10 

友引 山の日山の日山の日山の日 

11 

先負 

12 

仏滅 

13 

大安大安大安大安 

14 

赤口    

15 

先勝 

16 

友引 

17 

先負 

18 

仏滅 

19 

先勝 

20 

友引    

21 

先負 

22 

仏滅 

23 

大安大安大安大安 

24 

赤口 

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 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

8 
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 

９９９９    

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 

 

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」」」」一日利一日利一日利一日利用料用料用料用料 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） 

    

 コロナ禍後の世界。

私たちはどこに行く

のだろうか。コロナは

一向に収束しそうも 

 

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    

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。 

セットコース 

・KOBARA Ｓセット・・・・・・ 580 円 

・HARAHACHIBU Ｍセット・・・ 980 円 

・MANPUKU Ｌセット・・・・・1580 円 

・サービスコース・・・・・・・サービスコース・・・・・・・サービスコース・・・・・・・サービスコース・・・・・・1111380380380380 円円円円    

・おすすめコース・・・・・・1880 円 

・お子さまプレート・・・・・ 580 円 

★メニュー 

サービスサービスサービスサービスコースコースコースコース    

ＷＡＣから半径 1km 

以内の地域の方対象に 

一人暮らしを 

応援します 

夕食夕食夕食夕食宅配宅配宅配宅配    

毎日毎日毎日毎日元気元気元気元気!!!!    

1 食 700 円～ 

52-1255（カフェ直） 

（詳しくはお尋ね 

下さい 担当：鈴木） 

 

有機昼市 

開催中！ 

毎週金曜日 

新鮮な野菜を 

お届けします 

wwwwwwwwwwww.wacnet.jp.wacnet.jp.wacnet.jp.wacnet.jp    

 

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 

鈴木まで 

歌カフェ歌カフェ歌カフェ歌カフェ○ア     

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 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

14:00～15:30 

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    

デザートデザートデザートデザートの日の日の日の日    

●WAC 見学ツアー○
コ
 

10:00～15:30 

 

●アイフォン教室○
コ
 

13:30～14:30 

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 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

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    

歌カフェ歌カフェ歌カフェ歌カフェ    

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

555500000000 円円円円    

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    

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 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

14:00～15:30 

●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    

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    

●アイフォン教室○
コ
 

13:30～14:30 

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 

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    

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    

中にいた。優等生で一旦は

頂点を極めたが、その後の

失速の30年。現在では、年

収 400 万円以内の世帯は

45％。それに引き換え国民

の中流意識は 93％とギャ

ップは大きい。米国では年

収1,400万円がセーフティ

ネットの人々 の所得なの    

    コラムコラムコラムコラム    

達で流通を中心に商人

の礎を作りあげた。そし

て明治維新、西洋からテ

クノロジーは入れたが、

根幹の考え方は日本そ

のままであった。 

 令和2年、私たちは、

今までと逆な考え方で

生きれば良い。お金よ 

 

VOL.27

りも生きがい。モノよ

りも精神性。記憶力よ

りも創造力。そして自

分本位よりも利他。 

今年 1 月ダボス会議

でステークホルダー資

本主義が決議された。

このニュースを聞いた

時、日本の近江商人が 

 

    

にどうしてだろうか。 

 しかし、逆転できる可

能性がないわけではな

い。それには、日本人が

作り上げた資本主義。入

り口は鎌倉時代、日蓮、

道元が生きた時代に芽

生えた。その後、江戸時

代、商業資本主義の発 

 

浮かんだ。日本で1000年

以上続いた企業は 7 社

（金剛組・池坊華道会・

西山温泉慶雲館・古まん・

善五楼・田中伊雅・佐勘）、

200 年以上続いた企業は

1340社、100年以上続い

た企業は33076社（世界

比率41.3％）である。 

 

ない。ヒトか経済か。政府は

経済を優先順位の１位に置

く。本当に大丈夫なのか。経

済って、一人ひとりの暮ら

しが良くなるようにはたら

くのではないのか。ブレー

キを掛けない日本。 

 私たちは、1945 年以後

西洋の資本主義の真っ只 

 

入れている。でも砂は

有限である。RCの建物

をつくるコンクリート

には 70％の砂が必要

だ。アスファルト舗装

にも 70％の砂が必要

だ。砂の採集地であっ

た川にはダムが、海岸

には堤防がある。この 

で、命を大切にする自然

とヒトとが共生する。奢

りと慢心をなくし、ヒト

とヒトがつながる。日本

の資本主義は、小さなコ

ミュニティがつながるネ

ットワークの社会から生

まれた。世界はグローバ

ル社会を経て、日本がか 

 

つてイメージした社会に

戻ろうとしている。まるで

１台のホストコンピュー

ターの時代からパーソナ

ルコンピューターがつな

がることで多くのことが

できてきたように、未来は

シティとシティが繋がる

ことで多くのことが生ま 

 

れ化学反応を起こす社

会。その主役は「ヒト・

人間・命」「100 年以上

続いた日本の中小企

業」である。 

 ひとりも、次の社会

に遅れないように準備

を今から始めよう。キ

ーワードは循環する地 

 

域社会。「まちづくり」

「家族」「医療・福祉・介

護」「エコシステム」「オ

ーガニック」「アート」 

 今、砂の減少が問題を

起こしている。江ノ島

も、石垣島も、ワイキキ

も、景観を維持するため

に、ビーチに大量の砂を 

 

ままで行くといずれかの

未来、ビーチで泳ぐこと

も、RCの建物も、車が走

る道路も材料が足らなく

なることも考えられる。

必要以上の欲は捨て、風

にも花にも星にも、生命

を感じとれる生活を始め

てみよう。     加藤政実 

 

世界で発生するコ

ロナも、異常気象も、

大雨も、サバクトビ

バッタも、ブレーキ

をかけれない資本主

義の末梢現象であ

る。企業もヒトも政

府もすべては、有限

の地球を俯瞰する中 

    

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 


