
●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 

●自分史塾○多 

9:30～12:00 

●自分史塾○多 

9:30～12:00 

●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 

●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) 

 

●映画ファンの会○
ア
 

14:00～ 

2021  

 

令和３年 

 

日ＳＵＮ 月ＭＯＮ 火ＴＵＥ 水ＷＥＤ 木ＴＨＵ 金ＦＲＩ 土ＳＡＴ 

  

1 

赤口 

2 

先勝 

3 

友引 

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 

大安大安大安大安    

11 

赤口 

12 

先勝 

13 

友引 

14 

先負 

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 

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 

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    

    

    

 

6 
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 

７７７７    

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

 

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 

●WAC 見学ツアー○多 

10:00～15:30 

 

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 

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    

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 

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。 

●アイフォン教室○多 

13:30～14:30 

    コラムコラムコラムコラム    

 

営業営業営業営業 時間時間時間時間     

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     

    

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     

キホーテ」が発刊され

た。現実と物語の区別

がつかなくなった主人

公が、自ら遍歴の騎士

となり冒険の旅に出か

ける。痩せた老馬をロ

シナンテと呼び、農民

サンチョ・パンサを従

者に、田舎娘を憧れの

貴婦人ドゥルシネ-ア 

日本では関ヶ原の戦い

の頃、1605 年スペイ

ン。ミゲル・デ・セル

バンテスの小説「ドン・ 

  

として慕う。旅は冒険

につぐ冒険、40 基もの

風車を巨人と思い込み

戦いを挑む。現実と仮

想が交錯するストーリ

ー、滑稽なほど純粋で

熱血漢である主人公。

最後は現実に還り故郷

で一生を終える。1965

年にはブロードウェイ 

ミュージカル「ラ・マ

ンチャの男」となり、

日本でも歌舞伎の松本

幸四郎が 1200 回の公

演記録をもつ。私も若

き日、名鉄ホールで公演

を見、体を熱くした思い

がある。コロナ禍の今、

私たちは、ドン・キホー

テに何を感じえるのか。 

 

「だめだぞ、ドン・キホー「だめだぞ、ドン・キホー「だめだぞ、ドン・キホー「だめだぞ、ドン・キホー

テ、人生の息吹を深く吸テ、人生の息吹を深く吸テ、人生の息吹を深く吸テ、人生の息吹を深く吸

い込んで、いかに生きるい込んで、いかに生きるい込んで、いかに生きるい込んで、いかに生きる

べきかを考えよ」べきかを考えよ」べきかを考えよ」べきかを考えよ」    

「己の魂以外、己のもの「己の魂以外、己のもの「己の魂以外、己のもの「己の魂以外、己のもの

となすなかれ」「現在の自となすなかれ」「現在の自となすなかれ」「現在の自となすなかれ」「現在の自

分を愛さず、将来の自分分を愛さず、将来の自分分を愛さず、将来の自分分を愛さず、将来の自分

を愛せ」を愛せ」を愛せ」を愛せ」「快楽のみを追う「快楽のみを追う「快楽のみを追う「快楽のみを追う

な」「常に先に目を向けな」「常に先に目を向けな」「常に先に目を向けな」「常に先に目を向け

よ」（セリフより）よ」（セリフより）よ」（セリフより）よ」（セリフより）    

「見果てぬ夢を夢見て「見果てぬ夢を夢見て「見果てぬ夢を夢見て「見果てぬ夢を夢見て    

かなわぬ敵と戦うかなわぬ敵と戦うかなわぬ敵と戦うかなわぬ敵と戦う    

    耐え難き悲しみに耐え耐え難き悲しみに耐え耐え難き悲しみに耐え耐え難き悲しみに耐え    

勇者も行かぬ場所へ走る勇者も行かぬ場所へ走る勇者も行かぬ場所へ走る勇者も行かぬ場所へ走る    

    正し難き不正を正し正し難き不正を正し正し難き不正を正し正し難き不正を正し    

清き純潔を遠くから清き純潔を遠くから清き純潔を遠くから清き純潔を遠くから    

愛愛愛愛するするするする    

君の両腕が疲れても挑み君の両腕が疲れても挑み君の両腕が疲れても挑み君の両腕が疲れても挑み    

届かぬ星に届かんとす届かぬ星に届かんとす届かぬ星に届かんとす届かぬ星に届かんとするるるる    

        これぞ我が探求これぞ我が探求これぞ我が探求これぞ我が探求        

 

あのあのあのあの星を追い求める星を追い求める星を追い求める星を追い求める    

    どれほど絶望的でどれほど絶望的でどれほど絶望的でどれほど絶望的で        

どんなに遠くてもどんなに遠くてもどんなに遠くてもどんなに遠くても    

    正義のために戦う正義のために戦う正義のために戦う正義のために戦う        

疑わず疑わず疑わず疑わず    休まず休まず休まず休まず    

地獄さえ厭わぬ地獄さえ厭わぬ地獄さえ厭わぬ地獄さえ厭わぬ        

天の大義の下天の大義の下天の大義の下天の大義の下    

    私は知っている私は知っている私は知っている私は知っている        

この栄光に満ちた探求にこの栄光に満ちた探求にこの栄光に満ちた探求にこの栄光に満ちた探求に    

 忠実でありさえすれば忠実でありさえすれば忠実でありさえすれば忠実でありさえすれば 

●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    

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    500500500500 円円円円    

●こども志向塾○多 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

14:00～15:30 

●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    

    

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    500500500500 円円円円    

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

VOL.37 

●アイフォン教室○多 

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 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

14:00～15:30 

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    

    あの世に旅立つ時もあの世に旅立つ時もあの世に旅立つ時もあの世に旅立つ時も    

    我が心は安らかで我が心は安らかで我が心は安らかで我が心は安らかで    

穏やかなり穏やかなり穏やかなり穏やかなり    

    この世界をより良きこの世界をより良きこの世界をより良きこの世界をより良きもももも

のとするのは探求なのだのとするのは探求なのだのとするのは探求なのだのとするのは探求なのだ    

一人の男が一人の男が一人の男が一人の男が    蔑まれ蔑まれ蔑まれ蔑まれ        

傷だらけでも傷だらけでも傷だらけでも傷だらけでも        

届かぬ星に届かんとする届かぬ星に届かんとする届かぬ星に届かんとする届かぬ星に届かんとする

のだ」のだ」のだ」のだ」    

（（（（歌曲歌曲歌曲歌曲見果てぬ夢見果てぬ夢見果てぬ夢見果てぬ夢より）より）より）より）    

    

  

 

 

 

 

 

 

人の一生は短く、しか

も早い。一人ひとりが喜

劇を演じようが、悲劇を 

 

演じようが、季節はめぐ

る。春のこない冬はな

い。今、コロナという逆境

であっても、ハンデキャ

ップを背負った逆境であ

っても、一定のスパンで

みれば社会は巡ってい

る。幸不幸も変化する。 

人が夢に溺れて現実

を見ないのも狂気かもし 

れない。現実のみを追っ

て夢を持たないのも狂

気かもしれない。しか

し、一番憎むべき狂気と

は、あるがままの人生

に、ただ折り合いをつけ

てしまって、あるべき姿

のために戦わないこと

なのではなかろうか。   

加藤政実 

もったいないもったいないもったいないもったいない    

回収日回収日回収日回収日    

もったいないもったいないもったいないもったいない    

回収日回収日回収日回収日    

もったいないもったいないもったいないもったいない    

回収日回収日回収日回収日    

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） 

 

しばらくの間、ラン

チは提供をお休み

しています。尚、喫

茶、お弁当、野菜等

店頭販売は営業し

ています。 

・有機栽培コーヒー・・・・・・500 円 

・有機栽培紅茶各種・・・・・・400 円 

・有機フレッシュジュース各種・600 円 

・ココナッツミルク・・・・・・500 円 

・ハーブティー・・・・・・・・400 円 

・トースト・・・・・・・・・・300 円 

・サンドイッチ・・・・・・・・500 円 

★メニュー  

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！ 


