
●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) 

 

●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 

  

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 

2 

仏滅 

3 

大安 

4    

赤口 

5 

先勝 

 

6 

友引  

 

 

7 

先負 

 

8 

仏滅 

9 

大安 

 

10 

赤口 

11 

先勝 

12 

友引 

13 

先負 

 

14 

仏滅 

 

15 

大安 

16 

赤口 

 

17 

先勝 

18 

友引 

19 

先負 

 

20 

仏滅 

 

21 

大安 

22 

赤口 

23 

先勝 

 

 

24 

友引    

25 

先負    

26 

仏滅 

    

27 

大安 

28 

赤口 

29 

先勝 昭和の日 

30 

友引 

 

    

    

 

4 
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 

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    

５５５５    

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 

●第●第●第●第11111111回回回回    

アウトサイダーアートアウトサイダーアートアウトサイダーアートアウトサイダーアート    

4/54/54/54/5～～～～5/145/145/145/14    

●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～～～～11115555::::30303030    

    

●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 

●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    

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    

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） 

 

 ロシアのウクライナ侵

攻が止まらない。昨日も劇

場に避難する多くに市民

や子どもたちが犠牲とな

った。悲しい現実である。

行政のトップは常に、弱い

人々を救済し、安全安心な

社会をつくることにある。 

さて、日本はというとG

７の一員として、代理戦争 

    

「和を以て貴しと為す「和を以て貴しと為す「和を以て貴しと為す「和を以て貴しと為す    

----和とは共生きのこころ」和とは共生きのこころ」和とは共生きのこころ」和とは共生きのこころ」    

に加担する。欧米国家の歴

史は、市民も巻き込んだ皆

殺しの歴史である。一方日

本は、農を基本とする社会

で、武士同士の戦いはあっ

たが、決して農民を巻き添

えにはしてこなかった国

である。 

この特質的な考え方は

どこから来たのか。考えて    

みたい。 

縄文時代、日本人は自然

界の動植物を狩猟採集し

て食料としていた。ドング

リなどの木の実や食用野

草類、そして川や海からと

れる魚介類など多様な天

然資源であった。人びとは

その食料を与えてくれる

自然界の何者かに対して 

畏れと感謝の念を抱くよ

うになっていく。 

  やがて弥生時代。稲作が

始まり、雨や日照など自然

の力に対する畏怖と感謝

の気持ちはさらに深まっ

ていく。自然には晴れて穏

やかな日もあれば、風雨の

さかまく嵐や雷の日もあ

り、時には地震による山崩 

仏教が伝わり、「天皇、仏

法を信じ、神道を尊ぶ」考

え方が確立する。そして推

古12 年（604 年）、聖徳

太子（廐戸王子）が「憲「憲「憲「憲

法十七条」法十七条」法十七条」法十七条」を制定する。 

第一条第一条第一条第一条    和を以て貴しと為す和を以て貴しと為す和を以て貴しと為す和を以て貴しと為す

----和とは共生きのこころ和とは共生きのこころ和とは共生きのこころ和とは共生きのこころ    

 

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：4月13日（水）、 

    29日（金・祝） 

 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) 

と神威に対する祭祀を含

めて信仰を「神道」と呼ん

だ。自然崇拝は、やがて自

分たちの親、祖先を敬い崇

める祖先崇拝なり、さらに

地域、氏族を守る神（氏神）

へ、そして瑞穂の国（日本）

を統べる天皇崇拝へと繋

がっていった。 

その後、百済から儒教と 

人は心の通い合う和の精

神を大切にし、不毛な争い

が起こらないように“共生

き”の精神で支え合うこと

を第一とせよ。人はみな私 

利私欲・煩悩・執着にとら

われて無明（私欲にめがく

らみ、真実がみえないこ

と）であり、よくよく悟っ

た人は少ない。そのため、

親兄弟や社会の人たちと

仲たがいしたりする。けれ

ども誰もがお互いに和や

かな心で親しみを以て話

合えば、きっとわかり合え 

 

るようになるし、何ごとも

解決できないものはない

であろう。 

憲法の意味は「人として

正しく生きるためのてほ 

ん・みち」そして、和の精

神とは、みんなが一緒に生

き生かされている“共生き

のこころ”をいう。         

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.46 

    コラムコラムコラムコラム    

と感謝を捧げる信仰を持

つようになる。 

山・川・海・風・雷・雨

など自然の諸相の中にカ

ミを感じ、山の大木や巨岩

あるいは海の岩礁などを

神々の依り代とみて、しめ

縄をはり、食物を供えて神

を祀るようになる。そし

て、八百万神及びその神霊 

れや洪水、落雷による火災

など被害をもたらすこと

もあった。自然の諸相の中

に、日本人は人知を超えた

霊力を感じ、人びとは、そ

のような荒ぶる力（荒魂）

や穏やかな和らぎの力（和

魂）をもつ霊的なものを

「カミ」と呼び、自分自身

の微力さを自覚して祈り 

    

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    

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 

有機朝市8:30～11:00 

●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 

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 

●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！！！！！！！！    

    14:14:14:14:00000000～～～～15:3015:3015:3015:30○○○○多多多多    

●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！！！！！！！！    

    14:014:014:014:00000～～～～15:3015:3015:3015:30○○○○多多多多    

●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～～～～11115555::::30303030    

    

●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～～～～11115555::::30303030    

    

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

●●●●特別展示特別展示特別展示特別展示        4/4/4/4/5555～～～～4/14/14/14/10000    

@@@@豊橋市豊橋市豊橋市豊橋市美術博物館美術博物館美術博物館美術博物館    

第第第第3333回回回回トヨハシブリュットトヨハシブリュットトヨハシブリュットトヨハシブリュット    

表彰式表彰式表彰式表彰式    11:0011:0011:0011:00～～～～    

●●●●アールブリュットアールブリュットアールブリュットアールブリュット    

ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリートークトークトークトーク    

①①①①11:0011:0011:0011:00～～～～    ②②②②14:0014:0014:0014:00～～～～    

@@@@豊橋市豊橋市豊橋市豊橋市美術博物館美術博物館美術博物館美術博物館    

●●●●アールブリュットアールブリュットアールブリュットアールブリュット    

ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリートークトークトークトーク    

①①①①11:0011:0011:0011:00    ②②②②14:0014:0014:0014:00～～～～    

@@@@豊橋市豊橋市豊橋市豊橋市美術博物館美術博物館美術博物館美術博物館    


