
●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 

●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 

●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 ●エンディングノートの 

作成教室（書き方）○
コ

 

●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 

●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) 

2020  

 

令和２年 

 

    

日ＳＵＮ 月ＭＯＮ 火ＴＵＥ 水ＷＥＤ 木ＴＨＵ 金ＦＲＩ 土ＳＡＴ 

1 

赤口 

2 

先勝 

3 

友引 文化の日文化の日文化の日文化の日 

4 

先負 

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    

14 

先勝 

15 

仏滅 

16 

大安大安大安大安    

17 

赤口 

18 

先勝 

19 

友引    

20 

先負 

21 

仏滅 

22 

大安大安大安大安    

23 

赤口 勤労感謝の日勤労感謝の日勤労感謝の日勤労感謝の日 

24 

先勝 

25 

友引 

26 

先負 

27 

仏滅 

28 

大安大安大安大安    

29 

赤口 

30 

先勝 

    

    

 

11 
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 

１２１２１２１２    

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 ;@8 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 

 

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 

 フィンセント・ファン・

ゴッホ（以下ゴッホ）が気

になる。彼が生きた時代

は日本では江戸から明治 

 

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 

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    

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～～～～12:0012:0012:0012:00    

    
コラムコラムコラムコラム    

VOL.30

この世界でやらなけれ 

ばならない役割があり

ビジョンがある。また、

ヒトを孤立させない。

共生社会の原点は、自

分ではなく、相手の考

え方、相手の気持ちを

大切にすることが必要

である。時代の転換期 

 

仲の良い兄弟として

育ったゴッホと弟テオ

二人が織りなす人生ド

ラマ。同じアートという

世界にいながらテオの

結婚を機に画家と画商

として交わらないスト

レス。パリにあこがれ、

砕かれていくストレス。 

アルル市民からの偏見

と誤解による孤独と日

本の浮世絵に対する情

熱。ゴッホは、ストレス

を作品づくりへ最大限

のエネルギーに変えな

がら自らを昇華させ

た。生きている間は、苦

渋と貧困にあえぐ一生 

であったが、その後作品

は、日本を始め世界で評

価され続けている。(テオ

は1891年1月25日ユト

レヒト精神科病院で死

亡) 

 ここでの学びは、スト

レスはヒトを成長させ

る。そこにはそのヒトが 

 

は、いつも社会を進化さ 

せる。私たち一人ひとり

が、謙虚な気持ちで、過去

にとらわれず、倫理観を

もち、お金以外の価値観

を探し、自分らしく生き

ることで、地域も日本も

未来は好転していくこと

だろう。     加藤政実 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

14:00～15:30 

ラヴ-亭 3 階屋根裏部屋

（2畳）で生活しながら

「カラスのいる麦畑」、

左右１m の横長の遺作

「木の根と幹」（地面に

張る根をクローズアッ

プした浮世絵的な手

法。）を制作。（1890年7

月27日ピストル自殺。） 

 

●こども志向塾○
コ
 

歌カフェ歌カフェ歌カフェ歌カフェ    

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

●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    

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    

●アイフォン教室○
コ
 

13:30～14:30 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

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    

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 

維新（1868 年）、明治へ

と続く世の中が大きく

展開した時代である。生

まれたのはオランダ エ

ヒブラバント州ズンデ

ルト村。画家を志したの

が27才（1880年）32才

パリに出てくるまでは、

職も住む場所も転々と 

で鉄格子が嵌った部屋

から生まれた生きる力

を感じる風景画「アイリ

ス」、最高傑作「星月夜」。

その後、回復したゴッホ

は3日間のパリを経て、

精神科医ポール・ガシェ

Drのいるオーヴェル=シ

ュル=オワーズへ。食堂 

 

しながら、1ヵ所に留ま

らない生活が続く。それ

から4年37才で自ら命

を断つ。 

 1867年大政奉還の年、

フランスでパリ万博が

開催され日本も初参加

する。万博はご存知のよ

うに世界各国の産業の 

 

見本市。日本は鎖国が長

く海外にアピールすべ

き産業がなく、登場した

のが美術工芸品であっ

た。その中で注目を浴び

たのが浮世絵である。ゴ

ッホは、華やかなパリに

来て、その中で新しい表

現を求める彼の目に飛 

び込んできたのが浮世

絵であった。浮世絵に影

響を受けながら作風が

一挙に開花する。 

 しかし、パリの華やか

な生活に溶け込めない

ゴッホと、画商である愛

する弟テオの結婚によ

り、寂しさを感じながら 

も日本のイメージを求

めて南下する。アルルで

のゴーギャンとの共同

生活が始まり、やがて破

局を迎える中で起こっ

た耳切り事件。入退院

後、徘徊して意味不明な

ことを口にする彼を見

て警察に通報されたり、 

市民の野次馬根性によ

り「狂気の人」と呼ばれ

る。その頃の作品に「夜の

カフェテラス」「ファン・

ゴッホの寝室」がある。 

 そして、サン=レミ修

道院の精神科病院サン=

ポール=ド=モゾール療

養院へ。石壁の三畳一間 


