
●居住支援住宅相談会○多 

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 

●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 

●自分史塾○多 

9:30～12:00 

●エンディングノートの 

作成教室（成年後見）○多 

●エンディングノートの 

作成教室（書き方）○多 

本日本日本日本日よりよりよりよりＷＡＣＮＥＴ．ＷＡＣＮＥＴ．ＷＡＣＮＥＴ．ＷＡＣＮＥＴ．

のののの新しい新しい新しい新しい１年が始まり１年が始まり１年が始まり１年が始まり

ますますますます。。。。    

2021  

 

令和３年 

 

日ＳＵＮ 月ＭＯＮ 火ＴＵＥ 水ＷＥＤ 木ＴＨＵ 金ＦＲＩ 土ＳＡＴ 

謹賀新年 
あけましておめでとうございますあけましておめでとうございますあけましておめでとうございますあけましておめでとうございます    

今年も地域のためがんばらせていただきます今年も地域のためがんばらせていただきます今年も地域のためがんばらせていただきます今年も地域のためがんばらせていただきます    

ＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴ. . . . スタッフ一同スタッフ一同スタッフ一同スタッフ一同 

1 

仏滅 元旦元旦元旦元旦 

2
 

大安大安大安大安
    

3 

赤口 

4 年始年始年始年始・・・・年賀年賀年賀年賀    

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 成人の日成人の日成人の日成人の日 

12 

先負 

13 

赤口 

14 

先勝    

15 

友引 

16 

先負 

17 

仏滅 

    

18 

大安大安大安大安    

 

19 

赤口 

20 

先勝 

21 

友引 

22 

先負 

23 

仏滅 

24 

大安大安大安大安    

25 

赤口 

26 

先勝 

27 

友引 

28 

先負 

29 

仏滅 

30 

大安大安大安大安    

31 

赤口 

    

    

 

1 
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 

２２２２    

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 

 

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    

  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。 

 

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 

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     

個性的で独創的な数々

の作品をＷＡＣアグリ

カフェにて展示します。

是非ご来店下さい！ 

 

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 

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     

    

  弾けるポップコーンな

らぬユニコーンが話題を

呼ぶ。世界のスタートア

ップ企業が500社まで 

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.32

河を元気にしたい。人

がどんどん孤立してい

く中で一人ぼっちにし

ない。誰でも参加でき

る。情報の受発信の場

として育てていきた

い。ジャンルは、環境と

医療・福祉とまちづく

り、そして楽しみの場、 

子商取引やへルスケア

分野の構成比が高まっ

ているが、日本には、チ

ャレンジする人材と成

長後期の資金調達のハ

ードルが法律で規制さ

れ、なかなか世界に食い

込めない。AIもIOTも正

しく利用されることで、 

世界をしあわせにでき

る。政治と経済がリー

ドした社会から、政治

と社会がリードする社

会へと変わろうとして

いる。核心は「みんなの

しあわせ」。今年こそ、

日本の技術力とノウハ

ウが結びつくことで日 

本は変わると信じたい。 

 私たちも、ひとつの仕

掛けをスタートさせる

WEBサイト「東三河ミラ

イ新聞」ヒトとヒトを繋

ぐ地域のプラットフォ

ームで１月21 日（木）

に創刊する。（詳しくは

次号で）とにかく東三 

働く場の５つ。特に力を

入れているのが、次世代

の社会をより良くする

ための起業家育成とセ

ーフティネットの人々

を支援する NPO がつく

るベーシックインカム

である。 

加藤政実 

に、わずか1年で倍増し

た。現在アメリカ242社、

中国119社で全体の7割

を占め、日本は4社を含

む。ユニコーン企業は企

業価値の評価金額が 10

億ドル（日本円約1040億

円）以上のスタートアッ

プを指す。コロナ禍で電 

    トピックストピックストピックストピックス    

●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

(1/(1/(1/(1/11(11(11(11(月月月月・祝・祝・祝・祝))))))))    

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 

◎参加費： 

無料(予約要) 

◎対 象： 

60 才以上の方 

●輝け輝け輝け輝け未来未来未来未来セミナーセミナーセミナーセミナー    

(1/(1/(1/(1/11(11(11(11(月月月月・祝・祝・祝・祝))))))))    

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。 

◎参加費：無料(予約要) 

◎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 

 

●アイフォン教室○多 

13:30～14:30 

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    

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

14:00～15:30 

●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    

●●●●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    

    鈴木晶子展鈴木晶子展鈴木晶子展鈴木晶子展    

    1111/5(/5(/5(/5(火火火火))))～～～～1/301/301/301/30((((土土土土))))    

地元豊橋出身のアーテ

ィスト鈴木晶子サンの

個展です。 

 

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    


