
●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○多 

9:30～12:00 

●もっと身近に「成年後見塾」○多 

10:00～12:00 

 

●自分史塾○多 

9:30～12:00 

●映画ファンの会○
ア
 

14:00～ 

●自分史塾○多 

9:30～12:00 

●居住支援住宅相談会○多 

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 

●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 

●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）○多 

●自分史塾○多 

9:30～12:00 

2020  

 

令和２年 

 

 

日ＳＵＮ 月ＭＯＮ 火ＴＵＥ 水ＷＥＤ 木ＴＨＵ 金ＦＲＩ 土ＳＡＴ 

 

1 

友引 

2 

先負 

3 

仏滅 

4 

大安大安大安大安    

5
 

赤口
 

6 

先勝 

7 

友引 

8 

先負 

9 

仏滅 

10 

大安大安大安大安 

11 

赤口    

12 

先勝 

13 

友引 

14 

先負 

15 

大安大安大安大安    

16 

赤口 

17 

先勝    

18 

友引 

19 

先負 

20 

仏滅 

    

21 

大安大安大安大安    

 

22 

赤口 

23 

先勝 

24 

友引 

25 

先負 

26 

仏滅 

27 

大安大安大安大安    

 

28 

赤口 

29 

先勝 

30 

友引 

31 

先負 

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 

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 

    

    

 

12 
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 

１１１１    

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 

31 

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） 

 

担当担当担当担当 ：今泉：今泉：今泉：今泉     

    

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

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○多 

10:00～15:30 

 

●アイフォン教室○多 

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○多    

    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○多    

        10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

14:00～15:30 

●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
 

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 

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    

○多 ｶﾌｪｶﾌｪｶﾌｪｶﾌｪ多目的室多目的室多目的室多目的室    

 月々の報酬をほとんど

寄付に当て、自らは約10万

円で暮らした「世界でもっ

とも貧しい大統領ホセ・ム 

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 

    
コラムコラムコラムコラム    

VOL.31

彼は若い人が好きだ。 

東京外国語大学での講 

演の中で「私たちは、自

分で自分の人生を操縦

することができるので

す。生まれたことが奇跡

であることを理解して、

自身の存在に方向性を

つけることです。そして 

 

とも驚いたのは、テクノ

ロジーの進歩と、人間が

行っていた仕事を変わり

にこなすロボットの存在

です。日本での体験を通

じての結論は、近い将来、

人類は人間による仕事を

今ほど必要としなくなる

だろう。人類はそうした 

事態に備えなくてはな

らない。」 

 彼ほど共生社会を望

み、格差のない社会と自

由を望んだ人物はいな

いだろう。ウルグアイ国

内での深刻な不況が招

いた社会不安の解消の

ため都市ゲリラに参加。 

闘争そして13年の獄中生

活。その後のあばら家か

ら始まった農耕自給生

活。そして下院議員、上院

議員を経て大統領に、5年

の任期を終え再び上院議

員を続ける。現在85才で

あるが生活スタイルは変

えていない。 

  

より良いものを実現する

ために意志を持って闘う

ことです。そのためには、

哲学、倫理、政治が必要な

のです。」と訴えた。何度

もの挫折にくじけず世界

を変えることに情熱を燃

やしたホセ・ムヒカに今

学びたい。      加藤政実 

ヒカ」2012年の国連のリ

オ会議のスピーチ（裏面

掲載）で世界を驚かせた

が、2015年大統領を退任

後2016年4月日本にも来

日した。8日間の行動は、

多くの国民に触れ、帰国

後日本の印象を彼はこう

伝えた。「日本で私がもっ 

  地 域 の し あ わ せ カ ン パ ニ ー を め ざ す  

基本理念    「 み ん な の し あ わ せ 」  
１．メンバー、スタッフ、その家族みんなのしあわせを実現する。 

２．障がいがあっても、なくても、高齢者、子どもたち、病気の方、 

            生活困難な方、すべての人の地域社会での場をつくり、ささえ 

あい、自立を進める。自立支援の場、ささえあいの場をつくる。 

３．地域社会の生活課題・社会課題・問題を発見し解決する。 

４．地域社会をしあわせにし、活性化させる。 

 

●●●●ＷＡＣＮＥＴ．ＷＡＣＮＥＴ．ＷＡＣＮＥＴ．ＷＡＣＮＥＴ．    

法人説明会法人説明会法人説明会法人説明会○○○○
アアアア
    

11113333::::33330000～～～～11115555::::33330000    

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○多 

13:30～14:30 

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     

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 

    トピックストピックストピックストピックス    

●●●●カフェカフェカフェカフェギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー    

松下真子松下真子松下真子松下真子作品作品作品作品展展展展    

～これからも気楽なの～ 

◎期間 

 11 月 23 日（月・祝）

～12 月 25 日（金） 

◎会場 WACアグリカフェ 

三重県伊勢市の松下真

子サンの個展を開催し

ます。14 作品を一挙展

示します。お楽しみに！ 

  

 

●歌カフェ歌カフェ歌カフェ歌カフェ(12/12,26)(12/12,26)(12/12,26)(12/12,26)    

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！！ 

◎参加費：５００円 

（ﾄﾞﾘﾝｸ付） 

 ※歌集は貸し出します 

◎会 場： 

ＷＡＣアグリカフェ  

●エンディングノートエンディングノートエンディングノートエンディングノート    

の作成教室の作成教室の作成教室の作成教室(12/2)(12/2)(12/2)(12/2)    

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。 

◎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 

●お正月●お正月●お正月●お正月休み休み休み休み    

        12/12/12/12/30303030〜〜〜〜1/1/1/1/3333    

    

困った困った困った困った時は即ＷＡ時は即ＷＡ時は即ＷＡ時は即ＷＡＣＣＣＣ

プラスへプラスへプラスへプラスへご相談ご相談ご相談ご相談下さ下さ下さ下さ

い。あなたのい。あなたのい。あなたのい。あなたの生活生活生活生活守守守守

りますりますりますります。。。。    

予約予約予約予約要要要要    

月月月月～土～土～土～土 10:0010:0010:0010:00～～～～17:0017:0017:0017:00    

0532053205320532----52525252----4315431543154315    

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 


