
●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 

●エンディングノートの 

作成教室（書き方）○多 

●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 

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 
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7 
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 

８８８８    

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 

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    

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 10:10:10:10:00000000～～～～ 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     

アナウンサーの母のもと、

1988 年に生を受けた。出

生時から眼球が成長しな

い小眼球症と呼ばれる原

因不明の障害を負う。幼い

頃から耳がよく、音楽に合

わせて足をバタバタさせ

たり、CD の演奏者の細か

い違いも聞き分けていた。

2歳でピアノを弾き始め、 

純粋無垢な澄みわたる

ピアノ演奏に世界は驚い

た。辻井伸行辻井伸行辻井伸行辻井伸行（ピアニスト）

は、産婦人科医の父と元 

  

5歳の時に、人前で初めて

演奏を披露する。本人もこ

の頃から「人前で演奏した

い」と夢を語り、演奏家と

しての萌芽が見え始める。

小学校に入学する頃には、

母子は、覚悟を決める。プ

ロの演奏家になると・・。

ここから厳しいレッスン

の日々が始まった。 

 

10 歳で大阪センチュリ

ー交響楽団との共演で鮮

烈なデビュー。17 歳の誕

生日を迎えた直後、世界最

高峰の「ショパン国際ピア

ノコンクール」へ挑戦。350

人中80人が通過する予備

予選、さらに32人へと絞

り込む一次予選も通過。そ

して二次予選へ、ファイナ 

ルの出場を前にあえなく

落選。挫折を経験する。 

高校卒業後、ピアニストと

してCDデビュー。全国ツ

アーも成功。そして20才、

一大決心をして望んだ「ヴ

ァン・クライバーン国際ピ

アノコンクール」へ挑戦。

みごと日本人で初優勝を

飾る。辛くても諦めず夢    

を叶えた瞬間であった。 

多くの人々の心を動か

し、涙するほどの感動を与

えるのは、生まれもった障

害にとらわれることなく、

“耳の良さ”という才能を

鍛え上げてきた本人と、伴

走者としての母いつ子さ

んの彼への観察力とやさ

しいまなざし、そして想像 

 

を絶するほどの努力の賜物

といえる。こころに描いた夢

は必ず実現する。辻井伸行さ

んの生き方は私たち一人一

人にも勇気を届けてくれる。  

まもなく、東京パラリン

ピックが開催される。多く

のアスリートたちの大いな

る夢にエールを贈りたい。  

加藤政実 

 

 

●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㋐㋐㋐㋐ 

●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㋐㋐㋐㋐ 

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.38 

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    

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 

★ドリンクメニュー  

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！ 

●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
 

●WAC 見学ツアー○多 

10:00～15:30 

 

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 

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    

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 

●●●●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    

「「「「第第第第2222回回回回トヨハシブリュトヨハシブリュトヨハシブリュトヨハシブリュ

ットットットット」」」」作品作品作品作品展展展展6666////25252525～～～～7777////31313131    

第2回「トヨハシブリュット」

アートコンテストの応募作

品の中から、上位12作品と 

その他傑作を11点展示して

います。生で見ると良さが

一層伝わると思いますので

是非生でご覧下さい。 

 

    トピックストピックストピックストピックス    

●アイフォン教室アイフォン教室アイフォン教室アイフォン教室    

((((7777////1111,1,1,1,15555))))    

アイフォンの便利な機 

能の使い方を学びます。

◎定  員：１０名 

◎対  象：高齢者、65 才

以上の市民の方なら

誰でも参加できます 

◎参加費：５００円 

（コーヒー付）(予約要) 

●歌カフェ歌カフェ歌カフェ歌カフェ((((7777/1/1/1/10000,2,2,2,24444))))    

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）(予約要) 

 ※歌集は貸し出します 

◎会 場： 

ＷＡＣアグリカフェ  

 

●就労就労就労就労選考会選考会選考会選考会        

    11113333:00:00:00:00～～～～    

●就労就労就労就労選考会選考会選考会選考会            

11113333:00:00:00:00～～～～    

●法人法人法人法人説明会説明会説明会説明会    

11113333::::33330000～～～～15:0015:0015:0015:00    

●法人法人法人法人説明会説明会説明会説明会    

11113333::::33330000～～～～15:0015:0015:0015:00    


