
●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～ 

2021  

 

令和３年 

 

日ＳＵＮ 月ＭＯＮ 火ＴＵＥ 水ＷＥＤ 木ＴＨＵ 金ＦＲＩ 土ＳＡＴ 

1 

仏滅 

2    

大安大安大安大安    

3 

赤口 

4 

先勝 

5 

友引 

6 

先負 

7 

仏滅 

8 

先勝    山の日山の日山の日山の日    

9    

友引 振替休日振替休日振替休日振替休日 

10 

先負 

11 

仏滅 

12 

大安大安大安大安    

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 

 

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    

    

    

 

8 
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 

９９９９    

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

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 10:0010:0010:0010:00～～～～ 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     

    

もつ人たちをソーシャル

ワーカーと呼び、国際的な

定義では①実践をベース

とした専門職、学問分野で

あり②地域や民族に固有

の知からなる理論を土台

に暮らしの課題に取り組

み③ウエルビーイングを

高めるべく、人びとやさま

ざまな構造に働きかける 

ソーシャルワークとい

う言葉を知ってますか。狭

義では、社会福祉士や精神

保健福祉士という資格を 

  

仕事と定義される。 

すなわち、ソーシャルワ

ークとは、実践と学問を結

びつけながら、人間の福祉

を高めるため、人びとやさ

まざまな構造に働きかけ

ることで、その人が抱えて

いる「生きづらさ」を改善

するため、その周囲にいる

人たちや、問題の背景にア 

 

プローチしていく仕事と

いえる。 

  最近の実例として、母

はシングルマザー、その子

娘はご主人からのDVでう

つ病を発症。娘の子ふたり

は、障害児施設と児童施設

に離れ離れ。母子の住まい

は、まもなく強制立ち退き

の期限が迫っている。福 

祉・医療など専門家ソーシ

ャルワーカーのみの限界

を感じる。また、不登校の

子がいる。家庭では、ネグ

レクトが疑われている。学

校には先生やスクールカ

ウンセラーがいるが、その

網にも限界がある。 

 これらの人びとの原因

は、まずしさや、会社で働 

    

く条件や人間関係、親子の 

確執、親の介護の負担、子

の育児の負担、夫婦間の不

和、金銭的なトラブル、身

体的な不調など数えきれ

ない。また、加害者である

親自身が被害者という側

面も見え、親が自分の状況

に苦しみ助けを求める姿

も浮かんでくる。 

 

 

 私たちは、今、地域包括 

ケアシステムの中にある。

「医療や介護が必要な状

態になっても、可能な限

り、住み慣れた地域でその

有する能力に応じ自立し

た生活を続けることがで

きるよう、医療・介護・予

防・住まい・生活支援が包

括的に確保される。」本当 

 

●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 ●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 

VOL.39 

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） 

 

８月８月８月８月よりランチよりランチよりランチよりランチ

再開します。新再開します。新再開します。新再開します。新

たにたにたにたにパンランチパンランチパンランチパンランチ

メニューが加わメニューが加わメニューが加わメニューが加わ

りました。りました。りました。りました。    

・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！ 

●●●●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    

青木青木青木青木慎太郎慎太郎慎太郎慎太郎作品作品作品作品展展展展    

8888////1111～～～～8888////31313131    

三重県松阪市の青木慎太郎

さんの作品展を開催します。

水性ペンキをボードやケン

ト紙に勢いよく着色する、 

ーの店員でも、主婦でも、

学生でも、行動と思いが

あれば誰でも実現でき

る。そして、互いが互い

をケアできるまちづくり

こそがソーシャルワーク

の仕事といえる。市民型

ソーシャルワーカーが地

域を変え、社会を変えて

いく。        加藤政実 

 

    トピックストピックストピックストピックス    

●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 

●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 

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    

にプロの専門家が中心で、 

私たちはついていく人、い

ったいそれで良いのか。 

 孤独と孤立が進む地域

社会で、一人ひとりが人間

という生き物の間をつな

ぐ。この人たちこそが、ソ

ーシャルワーカーと呼べ

るのだろう。それは、一人

の訪問介護員でも、スーパ 

●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

((((8888////16(16(16(16(月月月月))))))))    

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    

((((8888////11116666((((月月月月))))))))    

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 

 

●アイフォン教室アイフォン教室アイフォン教室アイフォン教室    

((((8888////5555,1,1,1,19(9(9(9(木木木木))))))))    

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） 

完成をめざして描くのでは

なく、夢中になって着色する

制作過程こそが彼の作品の

真髄です。    

歌カフェ歌カフェ歌カフェ歌カフェ㋐㋐㋐㋐ 

●こども志向塾○多 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

14:00～15:30 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

●●●●農業農業農業農業人材人材人材人材合同合同合同合同説明会説明会説明会説明会    

11:0011:0011:0011:00～～～～    13:0013:0013:0013:00～～～～    

●●●●ええじゃないかええじゃないかええじゃないかええじゃないかミュージミュージミュージミュージ    

カルカルカルカルオーディションオーディションオーディションオーディションのののの日日日日    

13:0013:0013:0013:00～～～～    


