
●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～ 

●もっと身近に「成年後見塾」○多 
10:00～12:00 

 

●エンディングノートの 
作成教室（成年後見）○多 

●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) 

 

●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 

●自分史塾○多 
9:30～12:00 

2021   
令和３年 

 

日ＳＵＮ 月ＭＯＮ 火ＴＵＥ 水ＷＥＤ 木ＴＨＵ 金ＦＲＩ 土ＳＡＴ 

   暮らし・仕事・地域生活なんでもワンストップ相談 

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 

3 
赤口 憲法記念日 

4 
先勝 みどりの日 

5 
友引 こどもの日 

6 
先負 

7 
仏滅 

8 
大安 

9 
赤口 

10 
先勝 

11 
友引 

12 
仏滅 

13 
大安 

14 
赤口 

15 
先勝 

16 
友引 
 

17 
先負 
 

18 
仏滅 

19 
大安 

20 
赤口 

21 
先勝 

22 
友引 

23 
先負 

24 
仏滅 

25 
大安 

26 
赤口 

27 
先勝 

28 
友引 

29 
先負 

30 
仏滅 

31 
大安 

 

 

 

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 

６ 
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 www.wacnet.jp 

  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。 

 

デザートの日 ジェラートの日 

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 

カレーライス 
の日 デザートの日 

●WAC 見学ツアー○多 
10:00～15:30 
 

ジェラートの日 

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 
の日 デザートの日 ジェラートの日 

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 

略記号 

○アWAC ｱｸﾞﾘｶﾌｪ 

○みみんなの居笑 

○多 ｶﾌｪ多目的室 

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 

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 無料提供 ※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！料理は自然食品にこだわります！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自然食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・・・・・・1380 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 

夕食宅配 
毎日元気! 
1 食 700 円～ 
52-1255（カフェ直） 
（詳しくはお尋ね 
下さい 担当：鈴木） 

 

●こども志向塾(5/8) 
未来を育て切り開い行く
子どもたちと、出会い一緒
に学んで行こうと思う。 
◎対 象：小学3年から 
中学3年まで 

◎参加費：無料 
※出席回数分の半日ボラ 
ンティアが必要です  

※課題図書は別途実費 

 トピックス 

●アイフォン教室○多 
13:30～14:30 

ハヤシライス 
の日 

●第 11 回とよはし音楽
祭は5月1日(土)に延期。 
5 月 1 日には豊橋市文化
会館大ホールへ是非お越
しください。 
ご迷惑おかけしますが宜
しくお願い致します。 

●居住支援住宅相談会 
(5/11,25) 

住宅に関するお悩みなどご
相談にのります。 
◎対  象：住宅について
ご相談のある方 

◎参加費：無料 
◎予約要： 
 TEL 0532-52-4315 
  担当：鈴木 

●もっと身近に成年後見塾 
(5/18) 

成年後見制度の基本をわか
りやすく解説します。 
◎対 象：成年後見制度に 
ご興味のある方。 

◎参加費：無料 
◎予約要： 

TEL 0532-52-4315 
担当：鈴木 

 コラム 

VOL.36 

 

営業時間  
土日除毎日 10:00～ 16:00 
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：今泉 
 

地域の茶の間「みんなの居笑」一日利用料 300 円／回  
ボランティア会員募集中！！  一汁一菜ランチ 300 円  

を一番の価値と捉えた時
代は・・・終わる。食べる
ことに窮しなくなった時、
人は何に価値を求めるの
か？ 日本でも戦国時代
は、戦いに明け暮れ、土地
（領地）の確保に一生懸命
になっていた。それを終わ
らせたのが信長。千利休の
茶室、茶道文化は茶器茶 

 人はひもじく、生きる
ために働く。そんな時代が
まもなく終わろうとして
いる。経済すなわちお金 

道具が戦利品として使わ
れ武将に与えられた。文化
が武士階級で広がりをみ
せた。 
 そして現代、人々は、ま
だ物質的にも精神的にも、
過去の時代にいる。お金・
お金・欲・欲を貪っている。
しかし、格差は拡がるばか
り、世界はさらに大きな 

格差の広がりの中にある。 
 私たちは、16 年前から
障がい者の芸術活動の推
進を図っている。10 年の
歴史をもつ「一枚のはがき
アートコンテスト」の作品
は全国から毎年1000枚を
越し、「トヨハシブリュッ
トアートコンテスト」は昨
年基準に達した応募作品 
 

で139点。その内海外から
の作品も21点含まれる。
私たちが今できることは、
多くの人々に障がい者ア
ートから、表現の自由や可
能性のメッセージを贈る
こと。人々に今の社会の見
えないバリアを取り除く
こと。人々にそれに気づい
てもらうことにある。 
 

こどもの頃、自由に空想
したり、描いたり、演奏し
たり、束縛もなく、制限も
なく表現する楽しさがあ
った。そして大人になる過
程でそれは失われていっ
た。障がい者アートからそ
の気づきを伝えたい。その
先には、ごく普通に生きる
人たちが、人間性を真に 
 

取り戻していく。そして次
の時代、文化が社会のキー
ワードとなり、芸術（アー
ト）が人間として一番の生
きる価値になり目的とな
る。人々の生きる感性が地
域に溢れ、ヒトとヒトが認
め合い生きる共生社会に
一歩近づく。   

加藤政実 

●前向き終活セミナー○多 
  10:00～12:00 

●第10回とよはし音楽祭 
 @豊橋市民文化会館 
 12:30～15:00 
   入場無料 

歌カフェ 
13:30～15:30 500 円 

有機昼市 
開催中！ 
毎週金曜日 
新鮮な野菜を 
お届けします 

●アイフォン教室○多 
13:30～14:30 

●こども志向塾○多 

●みんなの居笑 
絵画クラブ○み 
14:00～15:30 

カレーライス 
の日 

●輝け未来セミナー○多 
 14:00～18:00 
 

デザートの日 ジェラートの日 

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 

カレーライス 
の日 

●みんなの居笑 
絵画クラブ○み 
14:00～15:30 

歌カフェ 
13:30～15:30 500 円 

●みんなの居笑 
絵画クラブ○み 

第 10 回アウトサイダーアート 2021 豊橋 ～5/8 


