
●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 

●居住支援住宅相談会○多 

13:00～17:00(予約要) 

 

●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 

●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    

大安大安大安大安    

2 

赤口    

3 

先勝 文化の日文化の日文化の日文化の日    

4 

友引    

5 

仏滅 

6 

大安大安大安大安    

7 

赤口 

8    

先勝 

9 

友引 

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 勤労感謝の勤労感謝の勤労感謝の勤労感謝の日日日日 

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 

大大大大安安安安    

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    

    

    

    

 

11 
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 

１２１２１２１２    

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    

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    

    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     

    

の心身を完璧に保とうと

しても、人は、環境の変化

に翻弄される。明らかに人

は、環境と一体で生かされ

ている。人と人、人とコミ

ュニティ、人と社会、人と

生態系、人と地球が、連続

し、相互依存する一つの有

機的なネットワークであ

ると・・・・。 

 

新型コロナウイルスは、

自分ひとりでは健康にな

れないことを、誰もが思い

知らされた。どんなに自分 

水の惑星と云われる地

球を支えるのは海である。

命はそこから生まれる。人

を支えるのは命の血液、腸

の工場を経て、体全体を循

環しながら必要なところ

に必要な栄養を補給して

いく。しかし今、海は、化

学物質ででき多くの自然

に帰れないプラスチック 

等素材で溢れ、自然の浄化

作用を超える。異常気象

は、季節を変え、予期せぬ

大災害を引き起こす。地球

は悲鳴をあげている。   

一方、人は飽食の時代を

生き、生活習慣病、脳梗塞、

心筋梗塞やアトピー、花粉

症、喘息、皮膚病など血液

に由来する疾病に苦しむ。 

人に襲いかかり体の内外

で牙をむく。 

近代の医学は、本来、全

体がネットワークとなり、

相互に影響しあっている

カラダとココロを分断し、

さらに、カラダを交換可能

なパーツとして分断し、ど

んどん細分化して行った。

この分断思考が、自分以外    

の他者や、自然との連続性

を失わせ、人を孤独に追い

やりながらエゴを増幅さ

せ、「自分だけ健康に幸せ

になれる」という思い込み

を生んだ原因であろう。 

 人が自然を支配し、社会

システムを構築した結果、

人を含む地球全体の病を

生んでしまった。心身の病    

 

気や飢餓、貧困など社会問

題、環境問題など、SDGｓの

課題は、全て人が自ら生み

出し、全体を破壊しながら

自らの首をしめているとい

う自己矛盾の中にある。 

 私たちは、2007年以来、

豊橋の地で、農薬を使わな

い農業をただひたすら続

けている。全国１の生産額 

 

●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.42 

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    

●●●●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    

(1(1(1(11111////8888))))    

障がい者、高齢者などハンデ

ィキャップを抱える人のため

の「働く」「住まい」「生きる」

をいっしょに考え解決してい

きます。 

クに大きく変わった。相

互依存する一つの有機

的なネットワークは、一

つにつながり土の微生

物と腸の微生物もお互

いに影響し合う。大地の

森も腸の森もお互いに

繋がっている。私たち

は、循環する世界に生き

ている。   加藤政実 

    トピックストピックストピックストピックス    

を誇る田原市はじめベス

ト10の常連豊橋市、浜松

市を抱えるこの地で、逆説

的に表現すれば農薬大散

布地帯で、微生物とともに

土づくりを中心にした農

業を障がい者や高齢者そ

して自然農法を愛する

人々と一緒に続けている。 

 今、世界はオーガニッ 

 

●みんなの居笑みんなの居笑みんなの居笑みんなの居笑絵画絵画絵画絵画クククク

ラブラブラブラブ((((毎週毎週毎週毎週土曜日土曜日土曜日土曜日))))    

みんなの居笑のメンバーと一

緒に絵を描いてみませんか？ 

◎参加費： 

入会金 1,000円 

月2回 3,000円 

月4回 5,000円 

◎対 象： 

 障がい児、障がい者 

  

◎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 

    

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 

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！ 

●●●●ええじゃないかミュージカルええじゃないかミュージカルええじゃないかミュージカルええじゃないかミュージカル    

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○○○○多多多多    

        11113333:00:00:00:00～～～～11117777:00:00:00:00    

●●●●アイフォンアイフォンアイフォンアイフォン教室教室教室教室    

((((11111111////4,18)4,18)4,18)4,18)    

アイフォンの基本操作を

丁寧にお教えします。初心

者対象です。 

◎対 象：65才以上の高齢

者なら誰でも参加できま

す。 

◎参加費：500円 

(コーヒー付) 

●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    

((((11111111////9999,2,2,2,23333))))    

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 

●WAC 見学ツアー○多 

10:00～15:30 

 

フードオアシスあつみ山田店 

有機朝市8:30～11:00 

有機無農薬野菜 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

14:00～15:30 

●アイフォン教室○多 

13:30～14:30 

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    

フードオアシスあつみ山田店 

有機朝市8:30～11:00 

有機無農薬野菜 

フードオアシスあつみ山田店 

有機朝市8:30～11:00 

有機無農薬野菜 

フードオアシスあつみ山田店 

有機朝市8:30～11:00 

有機無農薬野菜 


