
●居住支援住宅相談会○多 

13:00～17:00(予約要) 

 

●もっと身近に「成年後見塾」○多 

10:00～12:00 

 

●自分史塾○多 

9:30～12:00 

●エンディングノートの 

作成教室（成年後見）○多 

●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 

●映画ファンの会○
ア
 

14:00～ 

●自分史塾○多 

9:30～12:00 

2022 

令和４年 

 

日ＳＵＮ 月ＭＯＮ 火ＴＵＥ 水ＷＥＤ 木ＴＨＵ 金ＦＲＩ 土ＳＡＴ 

  

1 

大安 

 

2 

赤口  

 

 

3 

友引 

 

4 

先負 

5 

仏滅 

6 

大安 

7    

赤口 

8 

先勝 

 

9 

友引  

 

 

10 

先負 

 

11 

仏滅 

12 

大安 

 

13 

赤口 

14 

先勝 

15 

友引 

16 

先負 

 

17 

仏滅 

 

18 

大安 

19 

赤口 

 

20 

先勝 

21 

友引 春分の日 

22 

先負 

 

23 

仏滅 

 

24 

大安 

25 

赤口 

26 

先勝 

 

 

27 

友引    

28 

先負    

29 

仏滅 

    

30 

大安 

31 

赤口 

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 

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 

    

    

 

3 
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 

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 

○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    

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 
歌カフェ歌カフェ歌カフェ歌カフェ㋐㋐㋐㋐    

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    

４４４４    

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 

●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    

●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～～～～18181818:00:00:00:00    

    

●WAC 見学ツアー○多 

10:00～15:30 

 

●アイフォン教室○多 

13:30～14:30 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

14:00～15:30 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

●こども志向塾○
み
 

●アイフォン教室○多 

13:30～14:30 

もったもったもったもったいないいないいないいない    

回収日回収日回収日回収日    

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    

●●●●WWWWACNET.ACNET.ACNET.ACNET.法人説明会法人説明会法人説明会法人説明会    

    10:0010:0010:0010:00～～～～15:0015:0015:0015:00○○○○
アアアア
    

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

14:00～15:30 

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 

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：高田） 

 

東三河最後の養蚕農家

海野久栄さんが2020年12

月13日、コロナが猛威を

振るう最中に旅立たれた。

大正14年2月14日生ま

れ享年95歳であった。コ

ロナの渦中の葬儀は、親族

以外葬儀に参列は許され

ず、マスクを付け、声も出

せず、静かにお別れするの 

 

桑園の夢！桑園の夢！桑園の夢！桑園の夢！日本のシルク日本のシルク日本のシルク日本のシルク

ロードとオーガニックロードとオーガニックロードとオーガニックロードとオーガニック    

は東三河豊橋から！！は東三河豊橋から！！は東三河豊橋から！！は東三河豊橋から！！    

    

みであった。  

彼が生みだす、三河に平

安時代から知られる絹糸

ブランド「赤引きの糸」は

（明るく清らかの絹糸の

意味）、伊勢神宮で神が着

用する冬の御衣（和妙・に

ぎたえ）の原料となり群馬

県で糸となり、冬の神御衣

祭（かんみぞさい）に毎年    

奉納されていた。 

 

 

 

 

 

 

 

私と海野さんとの出会

いは、友人を通して5年程 

前に知りあい、何度も新城

市出沢の彼の自宅やその

近くにある養蚕現場蚕室

を訪れた。自家製の桑の葉

を、バリバリ音を発てて食

べる姿、変容する愛らしい

蚕たち。回転まぶしの動く

速さにびっくり。古い道具

が大切に使われていること

など、今は思い出される。 

 

志ち。何故豊橋にやってき

たのか。その理由は、この

地域が桑の葉の一大生産

地であったからである。先

史の人々は、この地域に入

植する。海路から伊良湖岬 

と御津へたどり着く。その

人々が、持ち込んだのが桑

の実（ログワ）。蒲郡市の

赤日子神社、豊川市に犬頭 

最低賃金 955 円に自己挑

戦するプロセス、ステップ

をご説明いたします。 

◎日時：2月25日（金） 

    3月  5日（土） 

 セミナー 14:30～15:30 

◎会場：WACアグリカフェ 

     多目的室 

◎定員：10名 

◎参加費：無料(要予約) 

も蝕んでいく。しかも、有

機農業を業とする人々は、

志は高いが、ほとんどが零

細で資金力もない方が多

い。この相容れない条件を

変えていく必要性を強く

感じて、悩んで、たどり着

いたのが桑の栽培と蚕の

セット「養蚕」であった。 

 この地域で有名な小渕 

神社、新城市三河大野の服

部神社「赤引きの糸」、豊橋

市の安久美神戸神明社など

がその歴史を今に伝える。 

さて、最終章である。2021

年 12 月 6 日、私たちは動

き出した。2006年5月蚕糸

業法と製糸業法は同時に廃

止され、それまでの検査基

準はなくなっていた。しか 

 

し、過去の基準を今も守り

続ける桑苗生産者に出会

い、検印のある桑苗約

3300本を仕入れ、12月23

日には豊橋市石巻地区の

畑2haに定植した。寒さも

あり春を待ち、残りは2月

28日から3日間で合計約

4000 本の定植は完了す

る。今秋9月には秋蚕の飼 

 

育が始まる。新しい日本の

シルクロードとオーガニ

ックの夢は、今、東三河豊

橋市からスピードをあげ

る。           加藤政実 BBBB型で型で型で型でAAAA型並の工賃を型並の工賃を型並の工賃を型並の工賃を    

実現する！！実現する！！実現する！！実現する！！    

WACNET.が事業として展開

する４つのジャンル「農業

６次」「リユース」「介護・

福祉」「アート」で愛知県 

 

VOL.45 

    コラムコラムコラムコラム    

を大豆たんぱくやコンニ

ャク、昆虫などを原料にす

る時代。このジレンマ

は・・・。  

東三河は、農業を進化さ

せてきた日本の中でも、ト

ップレベルの農業地帯で

ある。しかし、農薬を使う。

農薬を使う農業の行末は、

人間を動物を自然環境を 

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 梅木まで 

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    

私自身、2007 年に豊橋

市牛川で 1.5ha の畑で有

機野菜やハーブの栽培を

始めてから早15年。農と

食の転換点2017年。世界

は大きくオーガニックに 

舵を切った。しかし、日本

は変わらない。動かない。

MAC もモスもハンバーガ

ーのバンズに挟むパティ 

 

    

働きたい働きたい働きたい働きたい    

障がい者の障がい者の障がい者の障がい者の    

ためのセミためのセミためのセミためのセミナナナナーーーー    

●●●●セミナーセミナーセミナーセミナー    BBBB型で型で型で型でAAAA型型型型並の並の並の並の

工賃を工賃を工賃を工賃を実現する実現する実現する実現する！！！！！！！！    

    14:3014:3014:3014:30～～～～15:3015:3015:3015:30○○○○多多多多    

有機朝市8:30～11:00 


