
●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 

●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～ 

●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 

●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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9 
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 

１０１０１０１０    

日 月 火 水 木 金 土 
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31 

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     

    

んAさん96才「夫婦ふた「夫婦ふた「夫婦ふた「夫婦ふた

りで最後まで暮らしたりで最後まで暮らしたりで最後まで暮らしたりで最後まで暮らした

い」い」い」い」の実現にむけてプラン

を練り上げる。人生の半ば

で、手に職を持つ板前のご

主人が当時普通の家庭の

奥さんの A さんと駆け落

ちという暴挙に出る。そし

て豊橋市内に移り住む。二

人は仲睦まじく生活を続 

 昨年の11月、ケアマネ

S さんより後見と身元保

証の依頼を受ける。夫妻は

ご主人Kさん88才、奥さ 

  

 

け、暇を見つけて出かける

全国の温泉地めぐりが楽

しみであったという。 

 私が出会った頃の A さ

んは、声を上げるだけの寝

たきり状態で、Kさんが食

事から下のお世話まで、健

気に寄り添う。在宅のホー

ムヘルパーはほぼ毎日の

ように利用しているが、そ 

れでも足らない状態であ

った。要介護４ 病状はア

ルツハイマー型認知症と

変形性腰椎症、心不全。 

 残念ながらAさんは、8

月7日9時8分に天国に

召された。7月7日にS病

院に緊急入院し、20 日に

は、口からの食事は取れな

くなり、点滴による水分補 

強中心の医療的支援が進

んでいた。8月5日にはS

病院から難しいとの意思

表示も入っていた。残念な

がらコロナ禍で、今回も入

院後は一切直接の面接は

叶わなかった。 

 サラリーマンと違い社

会保険が充分に整ってい

ない時代を生きた二人。今    

年の春までの要介護１は、

ある意味元気な高齢者を

実践していたのだろう。私

も出会ってから何とか二

人が一緒に暮らせる高齢

者施設を探すが、単身はあ

っても、年金の範囲内で二

人が一緒に住める住居は

見つからない。かなり低い

確率で見つかっても順番 

待ちがあり、いつ入れるか

わからない。 

 Aさんを通して、こんな

に短期間で人は老化を経

験するのか…。 

Kさんは、AさんがS病

院に入院してから、日常生

活も維持できないくらい

異常行動が増えてきてい

た。生きる望みを失うこと 

 

 

●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    

13:3013:3013:3013:30～～～～15:30 50015:30 50015:30 50015:30 500 円円円円    

VOL.40 

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：田中） 

 

・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    

トヨハシブリュットトヨハシブリュットトヨハシブリュットトヨハシブリュット

2020202020202020海外海外海外海外作作作作品展品展品展品展    

9999////1111～～～～9999////33330000    

第2回トヨハシブリュットア

ートコンテストの中から海 

ロナ禍、アスリートたち

の姿は、互いの敬意や友

情を育むスポーツの素

晴らしさと感動を一瞬

私たちに届けたが、1兆

6000億円以上の総費用。

前回東京オリンピック

が開催された10 月をさ

け、極暑に実施されたこ

と。コロナ対策など、今 

 

    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 

 

で、こんなに一挙に変わる

のか。今、目の当たりにし

ている。そしてついにKさ

んは、自宅での生活が維持

できなくなり、ショートス

テイを利用した後、当初二

人で入居予定の順番待ち

をしていた D 施設にまも

なくおひとりおひとりおひとりおひとりで入居する。 

東京オリンピックとコ 

外からの応募作品を展示し

ます。力作ぞろいですので是

非一度ご覧ください！    

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
 

●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 

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    

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

やるべき重点課題「誰も

が安心して暮らせる地

域社会の実現」にはまだ

まだ遠い。  加藤政実 

 

 

●WACWACWACWACNET.NET.NET.NET.法人法人法人法人説明会説明会説明会説明会○○○○多多多多    

    11113333::::33330000～～～～11115555:00:00:00:00    

    

●WACWACWACWACNET.NET.NET.NET.法人法人法人法人説明会説明会説明会説明会○○○○多多多多    

    11113333::::33330000～～～～11115555:00:00:00:00    

    

●居住支援住宅居住支援住宅居住支援住宅居住支援住宅相談会相談会相談会相談会    

((((9999////11114444,2,2,2,28888))))    

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 

●●●●こども志向こども志向こども志向こども志向塾塾塾塾((((9999////11111111))))    

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 


