
●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 

●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 

●居住支援住宅相談会○多 

13:00～17:00(予約要) 

 

●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 

 

緊急緊急緊急緊急専門職専門職専門職専門職募集募集募集募集    

相談支援専門員・看護師・相談支援専門員・看護師・相談支援専門員・看護師・相談支援専門員・看護師・OTOTOTOT・社会福祉士・・社会福祉士・・社会福祉士・・社会福祉士・

精神保健福祉士・保育士・管理栄養士・精神保健福祉士・保育士・管理栄養士・精神保健福祉士・保育士・管理栄養士・精神保健福祉士・保育士・管理栄養士・    

調理師調理師調理師調理師等等等等    

ごごごご応募は応募は応募は応募は 0000532532532532----52525252----4315431543154315 伊奈伊奈伊奈伊奈までまでまでまで    
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10 
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 

１１１１１１１１    

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    

●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     

    

が一体となり宇宙とも繋

がった循環型社会カーボ

ンゼロの世界がそこにあ

った。 

 ニューヨーク同時多発

テロ9.11から20年、タリ

バンは政権に復活し、アメ

リカ軍はアフガニスタン

を全面撤退した。日本で

も、明治維新から始まった 

縄文の声が聞こえる。自

然を畏敬し、自然から必要

なモノを必要な時に必要

なだけ取得し、自然とヒト 

 

殖産。西洋に追いつけ追い

越せと富の頂点をめざし

た経済目標は、バブル崩壊

と共に 30 年前に終わっ

た。その頃の働き盛り 40

才は、今70才、その波風

を強く受けた20代は今50

代になる。次の目標が見え

ずさまよい続けている。 

 思えば、インドの労働力 

 

を使い、英国で始まった産

業革命。大航海時代があ

り、収奪と戦争、富の集中

が起こり、ヒトが商品とな

り売買される。日本は、中

国アヘン戦争の後、最後の

処女地として目標にされ、

英国リードで明治維新が

起こる。その後西洋組の一

員として、戦争と殖産に 

励む。しかし、日英同盟破

棄をきっかけに、太平洋戦

争を経て、同じルーツをも

つ、アメリカに引き継がれ

る。アメリカ社会を目標に

励んだ日本人。 

日本の縄文時代南限は

糸魚川から諏訪湖を経て、

浜名湖。今でも青森県三内

丸山遺跡にも劣らぬ諏訪 

    

上社元宮（茅野市宮川）が

生きた縄文文化を伝えてい

る。日本では稲作が伝わっ

た弥生時代は、みんなで分

配する社会から、生産を上

げ余剰をつくり利益を生む

世界への出発点になる。長

が王となり大君へ、日本の

天皇が生まれ今の時代へと

引き継がれていく。 

 明治維新はある意味、こ

の島国で培ってきた共存

共栄の社会から大競争社

会へと転換期であった。ま

た、1945 年太平洋戦争敗

戦は、私たち日本のルーツ

失うきっかけをつくる。そ

して今、ルーツは途絶え、

ひとりひとりがバラバラ

にされ、一人で亡くなって 

 

●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.41 

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    

●●●●WACWACWACWAC 見学見学見学見学ツアーツアーツアーツアー    

((((10101010////20)20)20)20)    

WACNET.グループの障がい者

訓練施設・働く現場 すべて

見せます！ 

今回は福祉施設・事業所及

び民間企業の方向けです。 

せ、家庭生活を取り戻

し、強欲を捨て、ヒトは

一人では生きられない。

日本にしか生まれなか

った共存共栄の共生社

会を、今この東三河豊橋

から始めてみたいと思

う。地域みんなのしあわ

せ！「みんなのしあわ

せ」     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 

 

いくという蒼茫の世界が

拡がっている。 

私たちの未来は、過去に

ヒントがあった。進化は過

去に戻ることではない。人

は進化の過程で、群れをつ

くり、多くの時代をくぐり

抜けてきた。もう一度、地

域をみつめ、群れるという

コミュニティーを再生さ 

●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

((((10101010////11111111))))    

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 

◎参加費：8,000円 

 (昼食代、資料含む) 

◎定 員：20名    

歌カフェ歌カフェ歌カフェ歌カフェ㋐㋐㋐㋐ 

●アイフォン教室○多 

13:30～14:30 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

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 

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。 

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！ 

●●●●農業人財農業人財農業人財農業人財大募集大募集大募集大募集！！！！！！！！    

合同説明会合同説明会合同説明会合同説明会○○○○多多多多    

        10:0010:0010:0010:00～～～～11115555:00:00:00:00    

●●●●こども志向こども志向こども志向こども志向塾塾塾塾((((10101010////9)9)9)9)    

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 

●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    

((((10101010////11112222,2,2,2,26666))))    

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 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

14:00～15:30 

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 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

14:00～15:30 


