
2022 

令和４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 

先負 元日 

 

● お正月休み 

12/30～1/3 

2 

仏滅 

3    

赤口 

4 

先勝 

 

本日より WACNET.の 

新しい 1年が 

始まります。 

5 

友引  

● 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 

 

6 

先負 

● アイフォン教室○＋ 

13:30～14:30 

7 

仏滅 

8 

大安 

● こども志向塾○コ 

● みんなの居笑絵画クラ

ブ○み 14:00～15:30 

9 

赤口 

10 

先勝 成人の日 

● 前向前向前向前向き終活セミき終活セミき終活セミき終活セミナーナーナーナー○多 

10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

● 輝け輝け輝け輝け未未未未来来来来セミナーセミナーセミナーセミナー○多 

14:0014:0014:0014:00～～～～18:0018:0018:0018:00    

11 

友引 

● 居住支援住宅相談会○多 

13:00～17:00 (予約制) 

12 

先負 

● 自分史塾○多 

9:30～12:00 

13 

仏滅 

● 映画ファンの会○ア 

14:00～ 

14 

大安 

15 

赤口 

● みんなの居笑絵画クラ

ブ○み 14:00～15:30 

16 

先勝 

    

17 

友引 

 

18 

先負 

● もっと身近に 

「成年後見塾」○多 

10:00～12:00 

19 

仏滅 

● エンディングノートの 

作成教室（成年後見）○多 

20 

大安 

● アイフォン教室○＋ 

13:30～14:30 

21 

赤口 

22 

先勝 

● みんなの居笑絵画クラ

ブ○み 14:00～15:30 

23 

友引 

24 

先負 

25 

仏滅 

● 居住支援住宅相談会○多 

13:00～17:00 (予約制) 

26 

大安 

● 自分史塾○多 

9:30～12:00 

27 

赤口 

● 映画ファンの会○ア 

14:00～    

28 

先勝 

29 

友引 

● みんなの居笑絵画クラ

ブ○み 14:00～15:30 

30 

先負 

31 

仏滅 

    

    

 

1 
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 

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      

2222    

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     

    

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

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 

○アWACWACWACWAC アグリカフェアグリカフェアグリカフェアグリカフェ    

○○○○みみみみみんなの居笑みんなの居笑みんなの居笑みんなの居笑    

○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    

○○○○＋＋＋＋WWWWACACACAC プラスプラスプラスプラス    福祉の窓口福祉の窓口福祉の窓口福祉の窓口    

イベントへのお申込みは 

①イベント名②お名前 

③ご住所④連絡先 

お伝えの上 大澤まで 

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 

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 ※ボトル1000円／本    初回のみ必要となります！ 

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。 

・ 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  

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） 

 

    
コラムコラムコラムコラム    

VOL.44 

あけましておめでとうご

ざいます。今年も未来にチ

ャレンジ、地域の方にも、

我々にとっても、素晴らし

い 1 年になることをめざ

し、精一杯努力していきた

いと思います。 

 WACNET.ミッションは

「みんなのしあわせ」。

2019年10月20周年事業    

 

原点回帰「原点回帰「原点回帰「原点回帰「WACNETWACNETWACNETWACNET....VisionVisionVisionVision    

    to2030to2030to2030to2030」再スタート！！」再スタート！！」再スタート！！」再スタート！！    

時代は時代は時代は時代は創るもの！！創るもの！！創るもの！！創るもの！！ 

の中で「WACNET.Vision 

to2030」を発表しました。

（骨子は次の通り） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    

「「「「愛は国境を越えていく愛は国境を越えていく愛は国境を越えていく愛は国境を越えていく    地地地地

域のしあわせ！世界のしあわ域のしあわせ！世界のしあわ域のしあわせ！世界のしあわ域のしあわせ！世界のしあわ

せ！せ！せ！せ！    

未来がどう変わるか未来がどう変わるか未来がどう変わるか未来がどう変わるか    誰も誰も誰も誰も

わからないわからないわからないわからない    

現実を踏まえて現実を踏まえて現実を踏まえて現実を踏まえて    明日明日明日明日があるがあるがあるがある

と信じると信じると信じると信じる    

多くの市民が明るい社会を多くの市民が明るい社会を多くの市民が明るい社会を多くの市民が明るい社会を描描描描

けばけばけばけば    必ず未来は明るい社会必ず未来は明るい社会必ず未来は明るい社会必ず未来は明るい社会

となるとなるとなるとなる    

超高齢者少子化社会人口減超高齢者少子化社会人口減超高齢者少子化社会人口減超高齢者少子化社会人口減    

児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待    シングルマザーシングルマザーシングルマザーシングルマザー    

孤独死孤独死孤独死孤独死    介護放棄介護放棄介護放棄介護放棄    

老老介護老老介護老老介護老老介護    認知症認知症認知症認知症    精神障精神障精神障精神障

がいがいがいがい30303030％％％％    発達障が発達障が発達障が発達障がい急増い急増い急増い急増    

農薬農薬農薬農薬    薬物依存薬物依存薬物依存薬物依存    一人暮ら一人暮ら一人暮ら一人暮ら

し世帯し世帯し世帯し世帯38383838％％％％    

私たち私たち私たち私たちWACNET.WACNET.WACNET.WACNET.は対処法とは対処法とは対処法とは対処法と    

 

して地域課題・生活課題に向して地域課題・生活課題に向して地域課題・生活課題に向して地域課題・生活課題に向    

き合いき合いき合いき合い    

解決のため解決のため解決のため解決のため 20202020 年間活動し年間活動し年間活動し年間活動し

てきたてきたてきたてきた    

めざすは生活圏コミュニテめざすは生活圏コミュニテめざすは生活圏コミュニテめざすは生活圏コミュニテ

ィーの形成と地域創ィーの形成と地域創ィーの形成と地域創ィーの形成と地域創生生生生    地域地域地域地域

社会機能の復活社会機能の復活社会機能の復活社会機能の復活    

医療福祉と産業が程よい関医療福祉と産業が程よい関医療福祉と産業が程よい関医療福祉と産業が程よい関

係を保つ係を保つ係を保つ係を保つ    

一人ひとりが精神性を保つ一人ひとりが精神性を保つ一人ひとりが精神性を保つ一人ひとりが精神性を保つ

には程よいスケール感と目にには程よいスケール感と目にには程よいスケール感と目にには程よいスケール感と目に    

 

見える距離が必要である見える距離が必要である見える距離が必要である見える距離が必要である    

生活圏コミュニティ＋生活生活圏コミュニティ＋生活生活圏コミュニティ＋生活生活圏コミュニティ＋生活

圏コミュニティは地圏コミュニティは地圏コミュニティは地圏コミュニティは地域圏域を域圏域を域圏域を域圏域を

つくるつくるつくるつくる    

 持続可能循環型地域社会持続可能循環型地域社会持続可能循環型地域社会持続可能循環型地域社会

（（（（SROCSROCSROCSROC））））    

    私たちはグローバル化する私たちはグローバル化する私たちはグローバル化する私たちはグローバル化する

社会と人間が、人間らしく生社会と人間が、人間らしく生社会と人間が、人間らしく生社会と人間が、人間らしく生

活するコミュニティを同時に活するコミュニティを同時に活するコミュニティを同時に活するコミュニティを同時に

手にする手にする手にする手にする    

    今、大きなチャレンジが豊今、大きなチャレンジが豊今、大きなチャレンジが豊今、大きなチャレンジが豊    

 

橋市向山・南瓦町から始まる橋市向山・南瓦町から始まる橋市向山・南瓦町から始まる橋市向山・南瓦町から始まる    

！！！！！！！！！！！！    

地域にある問題・課題は、アジ地域にある問題・課題は、アジ地域にある問題・課題は、アジ地域にある問題・課題は、アジ

アの国でも近未来に起こる現アの国でも近未来に起こる現アの国でも近未来に起こる現アの国でも近未来に起こる現

実である実である実である実である    

この壁を乗り越えることで、この壁を乗り越えることで、この壁を乗り越えることで、この壁を乗り越えることで、

ノウハウとシステムが生まノウハウとシステムが生まノウハウとシステムが生まノウハウとシステムが生ま

れれれれ、日本の役割が生まれる、日本の役割が生まれる、日本の役割が生まれる、日本の役割が生まれる    

地域の課題に向き合うことで地域の課題に向き合うことで地域の課題に向き合うことで地域の課題に向き合うことで

マーケットは生まれ、解決すマーケットは生まれ、解決すマーケットは生まれ、解決すマーケットは生まれ、解決す

ることで市場は拡大していくることで市場は拡大していくることで市場は拡大していくることで市場は拡大していく    

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 

年始・年賀年始・年賀年始・年賀年始・年賀    

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 

謹賀新年 
あけましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。    

今年も今年も今年も今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。    

歌カフェ歌カフェ歌カフェ歌カフェ㋐㋐㋐㋐    

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    

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    

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    

しを豊かにするしを豊かにするしを豊かにするしを豊かにする    

    その先には、世界のまちをその先には、世界のまちをその先には、世界のまちをその先には、世界のまちを

活性化させ、活性化させ、活性化させ、活性化させ、人々の人々の人々の人々の充実した充実した充実した充実した

生活を実現させる生活を実現させる生活を実現させる生活を実現させる    

    愛は国境を超えていく愛は国境を超えていく愛は国境を超えていく愛は国境を超えていく    地地地地

域のしあわせ！世界のしあわ域のしあわせ！世界のしあわ域のしあわせ！世界のしあわ域のしあわせ！世界のしあわ

せ！せ！せ！せ！」 

・・・・・・・・・・・・・ 

 2020 年 1 月中国武漢で

コロナウイルスが発生し、

我々の社会通念を一転さ 

 

時代は創るもので時代は創るもので時代は創るもので時代は創るもので    与えられ与えられ与えられ与えられ    

るものではない！！るものではない！！るものではない！！るものではない！！    

    愛は国境を越えていく愛は国境を越えていく愛は国境を越えていく愛は国境を越えていく    地地地地

域のしあわせ！世界のしあわ域のしあわせ！世界のしあわ域のしあわせ！世界のしあわ域のしあわせ！世界のしあわ

せ！せ！せ！せ！    

    WACNET.VisionWACNET.VisionWACNET.VisionWACNET.Vision は生活圏コは生活圏コは生活圏コは生活圏コ

ミュニティを小さくつくりミュニティを小さくつくりミュニティを小さくつくりミュニティを小さくつくり    

お互いがたすけあい、シェアお互いがたすけあい、シェアお互いがたすけあい、シェアお互いがたすけあい、シェア

し人間らしさを優先する世界し人間らしさを優先する世界し人間らしさを優先する世界し人間らしさを優先する世界

を描くを描くを描くを描く    

そこには高齢者・障がい者・生そこには高齢者・障がい者・生そこには高齢者・障がい者・生そこには高齢者・障がい者・生    

 

活困窮者・シングルマザー・外活困窮者・シングルマザー・外活困窮者・シングルマザー・外活困窮者・シングルマザー・外    

国人など国人など国人など国人など差別はなく、共に生差別はなく、共に生差別はなく、共に生差別はなく、共に生

活し、たすけあい暮らす活し、たすけあい暮らす活し、たすけあい暮らす活し、たすけあい暮らす    

        そして目に見える産業がそそして目に見える産業がそそして目に見える産業がそそして目に見える産業がそ

こにあるこにあるこにあるこにある    

ディーセント・ワークがあり、ディーセント・ワークがあり、ディーセント・ワークがあり、ディーセント・ワークがあり、

NPONPONPONPO 発のベーシックインカム発のベーシックインカム発のベーシックインカム発のベーシックインカム

があるがあるがあるがある    

    そして、地域にあった形でそして、地域にあった形でそして、地域にあった形でそして、地域にあった形で

地域を活性化し、個性のある地域を活性化し、個性のある地域を活性化し、個性のある地域を活性化し、個性のある

まちを誕生させ、人々の暮らまちを誕生させ、人々の暮らまちを誕生させ、人々の暮らまちを誕生させ、人々の暮ら    

 

せた。しかし、人はなかな 

か変われない。今までの生 

きてきた歴史や、その中で

培った技術や考え方に支

配され、それから一歩前に

踏み出したり、人と変わっ

た考え方や今の自分を変

えることに躊躇したり怖

がったりする。でも、今の

社会モデルもスタートか 

ら77年、明治維新からも 

154年である。周りを見渡

しても、万物はすべて常に 

変化している。私たちも、

その一部だとしたら、変化

することが当たり前で、変

化しないことのほうが不

自然であることを学ぶべ

きではないだろうか。コロ

ナウイルスもすごいスピ 

ードで変化を続けている。

地震も、異常気象も、地球 

環境はバランスをとろう

と必死だ。私たちが描いた

未来が間違っていたとし

たら、私たちは、傲慢は捨

て、謙虚に、自然の一部と

しての一人ひとりの人の

活動を、地域を、産業を見

直してみる必要があるの 

  

 

ではないだろうか。 

新しい年、令和4年は自

分で考え歩き始める年。一

人ひとりが新しい自分に

生まれ変わる唯一無二の

チャンスと捉えたい。

WACNET.グループも2年間

のコロナ禍の停滞を抜け

出し、変化し続けることを

約束する。   加藤政実 

 


