
●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 

●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 

●居住支援住宅相談会○
コ

 

13:00～17:00(予約要) 

●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 

●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 

暮らし・仕事・地域生活なんでも暮らし・仕事・地域生活なんでも暮らし・仕事・地域生活なんでも暮らし・仕事・地域生活なんでもワンストップ相談ワンストップ相談ワンストップ相談ワンストップ相談    

たすけあい居住支援センターたすけあい居住支援センターたすけあい居住支援センターたすけあい居住支援センター    

低所得者・高齢者・障がい者・外国人・子育て 

世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方のための支援センターです。 

指定居住支援法人ＮＰＯ法人たすけあい三河 

豊橋市南瓦町 14-1 月～土曜日 9:30～19:00 

（予約制）TEL 0532-52-4315 担当：鈴木 

 

1 

仏滅 

2 

大安大安大安大安    

3
 

赤口
 

4 

先勝 

5 

友引 

6 

先負 

7 

仏滅 

8 

大安大安大安大安 

9 

赤口    

10 

先勝 

11 

友引 

12 

先負 

13 

仏滅 

14 

大安大安大安大安    

15 

赤口    

16 

先勝 

17 

先負 

18 

仏滅 

19 

大安大安大安大安    

20 

赤口 

21 

先勝 

22 

友引 

23 

先負 

24 

仏滅 

25 

大安大安大安大安    

26 

赤口    

27 

先勝    

28 

友引    

29 

先負    

30 

仏滅    

31 

大安大安大安大安    

    

 

10 
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 

１１１１１１１１    

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） 

    

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 

 大きな青い空間が広が

っている。そんな光景も

一瞬の内に様変わりす

る。大粒な雨が大地を激 

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 

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 

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    

●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～～～～12:12:12:12:00000000    

    
コラムコラムコラムコラム    

VOL.29

からない。ある日、黙っ

て病室を訪れてみた。

そこで見た光景は、ソ

ーシャル・ディスタン

スではなく、ありふれ

た病室の姿であった。

入院中の本人の様子が

わかりにくいのは、私

たちにとりなにかしっ 

 

たちは、最大の感性をも

って行動すべきではな

いだろうか。 

 10年来の同志であるS

さん、4月の豊橋美術博

物館でのアール・ブリュ

ット展の展示が最後と

なった。5月はじめにア

グリカフェで会い、将来 

 

の計画を語り、定年後

は、WACで絵の指導にあ

たってもらうはずであ

った。その後、5月14日

に倒れ、右脳中程度出

血で左半身麻痺にな

り、6月17日誤嚥性肺

炎、18日危篤ICUで心

肺停止。人工呼吸器で 

 

一命はとりとめたもの

の大脳死で脳幹制止状

態。この間、コロナ禍の

為、病院は、今も面会謝

絶の状態が続いている。 

 また、任意後見契約の

Tさんも、現在入院中で

ある。こちらも入院後面

会謝絶で中の様子がわ 

 

くりしない。 

 私たち一人ひとりの

行動は、宇宙の原理、一

人ひとりの本来持って

いる小宇宙とは一致し

ていない。コロナ禍の先

は、一人ひとりがそれに

気づき行動できるかに

ある。      加藤政実 

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 

しく打つ。大いなる宇宙

が悲鳴を上げている。も

ともと人間は宇宙空間

と共鳴していた。人が小

さな傷でも痛みを感じ

るように、地球も痛みを

感じる。地球上には現在

76億人。これだけの人が

暮らす地球に対して、私 

●こども志向塾○
コ
 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

14:00～15:30 

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    

●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 

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    

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 

歌カフェ歌カフェ歌カフェ歌カフェ    

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

＠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    ～～～～10101010 月月月月 12121212 日日日日    ●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 


