
●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) 

 

●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 

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    

1 

赤口    

2 

先勝    

3 

友引 

4 

大安大安大安大安    

5 

赤口 

6    

先勝 

7 

友引 

8 

先負 

9 

仏滅 

10 

大安大安大安大安    

11 

赤口 

12 

先勝 

13 

友引 

14 

先負 

15 

仏滅 

16 

大安大安大安大安    

17 

赤口 

18 

先勝    

19 

友引 

    

20 

先負 

 

21 

仏滅 

22 

大安大安大安大安    

23 

赤口 

24 

先勝 

25 

友引 

26 

先負 

27 

仏滅 

28 

大安大安大安大安    

29 

赤口 

30 

先勝    

31 

友引 大晦日大晦日大晦日大晦日    

    

    

    

 

12 
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 

１１１１    

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     

    

昭和20年6月19日深夜

から未明にかけて B29 に

よる豊橋空襲は街の中心

部を焼き尽くし 624 人の

死者を出した。その 2 日

後、今回の物語の一人Sさ

ん（当時12才）は、現在

の 1 号線の一本南にある

旧東海道を、自転車のペタ

ルを勢いよく漕ぎながら 

「ひとすじの「ひとすじの「ひとすじの「ひとすじの涙・・・涙・・・涙・・・涙・・・    

今を生きる今を生きる今を生きる今を生きる!!!!今が今が今が今がしあわせしあわせしあわせしあわせ!!!!    

SSSSさんさんさんさん親子人生の軌道親子人生の軌道親子人生の軌道親子人生の軌道!!!!!!!!」」」」    

        

疾走していた。街の瓦礫の

片付けに参加する父親を

捜して急いでいた。それか

ら78年後令和3年にその 

Sさんからの相談を受ける。 

 結婚後Sさんは、33才

の時に第3子として長女R

さんを授かる。残念ながら

Rさんは、知的障害と身体

障害を合わせ持って生ま 

れた。幼い頃は、Sさんの

温かい愛情によりハンデ

ィキャップはあるが元気

に育つ。学齢期には当時の 

教師の的確なアドバイス 

もあり小中学校は普通ク

ラスを選択。なんとか乗り

越える。高校は養護学校高

等部を選択し、無事卒業を

果たす。その後一般就労で 

豆腐屋勤務を 5 年程経験

した後、当時家族会が立ち

上げた市内の社会福祉法

人に出会い施設入所する。 

自らも参加して、娘の仕事 

と生活を見守りながら楽

しく過ごす。屈託もなく、

快活なRさんは、お友達も

多く、人生を謳歌している

ようにも見えた。 

 暗雲が立ち込めたのは、

4年前、脳出血で突然倒れ

る。行きつけのMクリニッ

クを受診、そこでは処置が    

できずI病院へ救急搬送    

 

され、結果右脳出血で入

院、左側麻痺となる。その

後リハビリ転院で N 病院

へ入院。車いす生活で3ヶ

月を過ごす。その後退院。    

一度自宅に戻るが同月検

査結果により I 病院へ再

入院。リハビリを続け1ヶ

月後、施設に戻るが翌日I    

病院へ再々入院。左脳出血 

 

●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.43 

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    

て転院希望を出し、令和

2年1月I病院に最々々

入院。5ヶ月程かけて治

療を行う。そして、令和

2年5月A病院へ転院。

寝たきりで胃瘻から栄

養補給。意思疎通なし。

現在も入院生活を続け

ている。 

 Sさんは語る。「褥瘡が「褥瘡が「褥瘡が「褥瘡が    

を確認。気管切開手術を経

て3 ヶ月後今度はZ 病院

へ転院する。そこで今度は

左視床出血を伴う四肢麻

痺と意識障害となり、同時    

にコミュニケーション能

力を失う。そして令和1年

8月褥瘡が9cm程に拡がり

治療するが治らず、Sさん 

が何度もZ病院と交渉し 

 

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
 

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    

●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 

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 

●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    

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 

大澤まで 

私たちのできること

は、Sさんのできない事務

的な支援を成年後見制度

など最大限に活用しなが

ら、Sさんと共にRさんを

次のステージに安心して

送り出すこと。そしてSさ

んの最後の生活をしっか

り支えて行くことにあ

る。       加藤政実    

    

とるか。誰もわからな

い。最後が病院を転遷

しなければならない今

の社会システムは確か

にきつい。でもきっと

二人は最後まで生きる

チカラを最大限に発揮

しながら、人生を渡り

きって行くことだろ

う。 

  

ひどい時にひどい時にひどい時にひどい時にRRRRさんが見さんが見さんが見さんが見せたせたせたせた

ひとすじの涙・・。この涙ひとすじの涙・・。この涙ひとすじの涙・・。この涙ひとすじの涙・・。この涙

から私はなんとかしなくから私はなんとかしなくから私はなんとかしなくから私はなんとかしなく

ちゃとがんばってきた。」ちゃとがんばってきた。」ちゃとがんばってきた。」ちゃとがんばってきた。」

現在Sさん88才Rさん54

才。Sさんは現在も小型の

車を運転し、待合せ時間に

は遅れず、言葉は、はっき

りとしっかり話す。人生を

過酷ととるか。生きがいと

 

    

    

    

    

    

・・・・スタッフスタッフスタッフスタッフ    

・・・・パートパートパートパート    

・・・・ボランティアボランティアボランティアボランティア    

・・・・プロボノプロボノプロボノプロボノ    

    

只今只今只今只今募募募募集中集中集中集中!!!!!!!!    

0532053205320532----52525252----4315431543154315    

担当担当担当担当：：：：梅木梅木梅木梅木    

ＷＡＣＷＡＣＷＡＣＷＡＣ農園農園農園農園    

＆協力隊＆協力隊＆協力隊＆協力隊!!!!!!!!    


