
●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 

 

●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 

●映画ファンの会○
ア
 

14:00～ 

●自分史塾○多 

9:30～12:00 

●映画ファンの会○
ア
 

14:00～ 

●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 

●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 仏滅 2 大安大安大安大安 

 

3 赤口  

 

 

4 先勝 5 友引 6 先負 

7 仏滅 8 大安大安大安大安    9 赤口 

 

10 先勝  

 

 

11 友引 山の日山の日山の日山の日 

 

12 先負 13 仏滅 

 

14 大安大安大安大安    15 赤口 16 先勝 17 友引 

 

18 先負 

 

19 仏滅 20 大安大安大安大安    

 

21 赤口 22 先勝 23 友引 

 

24 先負 

 

25 仏滅 26 大安大安大安大安    27 友引 

 

 

28 先負    29 仏滅    30 大安大安大安大安    31 赤口 

 

暮らし・仕事暮らし・仕事暮らし・仕事暮らし・仕事・地域生活なんでも・地域生活なんでも・地域生活なんでも・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 

    

    

    

 

8 
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 

９９９９    

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 

●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 

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    

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
 

もったいもったいもったいもったいないないないない    

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○多 

 14:00～15:30    

●前向き終活前向き終活前向き終活前向き終活セミナーセミナーセミナーセミナー○多 

 10:00～12:00    

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    

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

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 

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    

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！ 

安全な安全な安全な安全な食材・安心な加工品！料理は食材・安心な加工品！料理は食材・安心な加工品！料理は食材・安心な加工品！料理は自然自然自然自然

食品食品食品食品にこだわります！有機栽培米からにこだわります！有機栽培米からにこだわります！有機栽培米からにこだわります！有機栽培米から

加工品、加工品、加工品、加工品、調味料まで徹底的にこだわります。調味料まで徹底的にこだわります。調味料まで徹底的にこだわります。調味料まで徹底的にこだわります。    

WWWWACACACAC 農園農園農園農園産有機栽培の産有機栽培の産有機栽培の産有機栽培の 22220000 種類以上の旬種類以上の旬種類以上の旬種類以上の旬

の野菜を使用したの野菜を使用したの野菜を使用したの野菜を使用した自然食ランチ自然食ランチ自然食ランチ自然食ランチをお楽をお楽をお楽をお楽

しみください。しみください。しみください。しみください。    

    

日本のいちばん長い

日 8 月 15 日がやって

くる。GHQ 占領政策プ

ログラムで進められた

日本国憲法制定は、昭

和 21 年 11 月 3 日公

布、昭和 22 年 5月 3日

施行（1 年前 5 月 3 日

は東京裁判開始）され

た。※※※※11111111 月月月月 3333 日は明治日は明治日は明治日は明治    

  

「「「「9 条と日本の自立    

自立した立場で自立した立場で自立した立場で自立した立場で    

世界に貢献する」世界に貢献する」世界に貢献する」世界に貢献する」    

節明治天皇の誕生日。節明治天皇の誕生日。節明治天皇の誕生日。節明治天皇の誕生日。    

広辞苑で引く自立と

は、「自分以外のものの

助けなしで、または支

配を受けずに、自分の

力で物ごとをやってい

くこと」「能力や経済

力、身体などに関し、

他者に依存せず行動す

ること」とある。 

    

日本国憲法第九条日本国憲法第九条日本国憲法第九条日本国憲法第九条    

日本国民は、正義と秩日本国民は、正義と秩日本国民は、正義と秩日本国民は、正義と秩

序を基調とする国際序を基調とする国際序を基調とする国際序を基調とする国際

平和を誠実に希求し、平和を誠実に希求し、平和を誠実に希求し、平和を誠実に希求し、

国権の発動たる戦争国権の発動たる戦争国権の発動たる戦争国権の発動たる戦争

と武力による威嚇又と武力による威嚇又と武力による威嚇又と武力による威嚇又

は武力の行使は、国際は武力の行使は、国際は武力の行使は、国際は武力の行使は、国際

紛争を解決する手段紛争を解決する手段紛争を解決する手段紛争を解決する手段

としては、永久にこれとしては、永久にこれとしては、永久にこれとしては、永久にこれ

を放棄する。②前項のを放棄する。②前項のを放棄する。②前項のを放棄する。②前項の 

目的を達するため、陸目的を達するため、陸目的を達するため、陸目的を達するため、陸

海空軍その他の戦力海空軍その他の戦力海空軍その他の戦力海空軍その他の戦力

は、これを保持しないは、これを保持しないは、これを保持しないは、これを保持しない

と。国の交戦権はこれと。国の交戦権はこれと。国の交戦権はこれと。国の交戦権はこれ

を認めない。を認めない。を認めない。を認めない。いわゆる

戦争放棄条項である。 

 バイデン大統領が副

大統領時代、2016 年 8

月ペンシルベニア州民

主党集会で、「私たちが 

VOL.50 

    コラムコラムコラムコラム    

この第この第この第この第 9999 条は何を意味条は何を意味条は何を意味条は何を意味

するするするするののののか。か。か。か。    

 ウクライナは、1991

年ソ連崩壊後に独立を

はたす。その時 1240 発

の各弾頭と 176 基の大

陸間弾道ミサイルをも

ち、当時世界第三位の

核兵器を保有してい

た。独立後もそれを保 

日本が核保有国になり

得ないとうたい日本の

憲法を書いた。」と発

言。日本の歴史でも江

戸幕府は、強大な軍事

政権であり、軍事と行

政の実権を持ってい

た。明治政府も富国強

兵を旗印に国を軍部と

国政で運営させた。 

える。国境線間近に迫

るNATOからの脅威から

の脱却ともとれる。 

 在日米軍の存在は、

沖縄嘉手納から横須

賀、佐世保、横田と全国

に拡がり、その駐留経

費は、現在 1 年約 2110

億円の負担となる。そ

れよりも悲しいのは、 

持しようとしたが、ア

メリカ、イギリス、ロ

シアから核兵器を放棄

して、核兵器不拡散条

約（NPT）への加入を強

いられる。その後、フ

ランスと中国も加わ

り、国連常任理事国の

総意のもと、3 年間で

すべての核兵器を放棄 

日米地位協定により軍

や軍人と民間人による

トラブルは、軍法会議

で裁かれ日本人の被害

者が泣き寝入りを強い

られる現実もある。 

もうひとつ、ウクラ

イナとの共通点があ

る。ウクライナは独立

後、多くの優秀な国民 

する。そして、「ウクラ

イナの領土保全や政治

的独立に対する脅威、

または軍事行使に対す

る安全を保障する」（ブ

ダペスト覚書）を交わ

す。しかし、2014 年、

ロシアによるクリミア

併合の際、この約束は

反故にされた。 

今回のウクライナ侵

攻も、なるべくしてな

ったとも言える。NATO

主導の代理戦争は続

く。ロシア側から見れ

ば広義のロシアを構成

する大ロシア（ロシ

ア）、白ロシア（ベラル

ーシ）、小ロシア（ウク

ライナ）の内紛とも言 

 

がヨーロッパ各国に移

民した。国そのものの

存在感が小さくなり、

グローバルゼーション

の波は、国民に国境意

識を薄くさせる。しか

し、国がなくなれば、全

てはなくなる。流浪の

民である。 

航空自衛隊や海上自 

 

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    

・ 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 

・ 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  

衛隊から領海侵犯に、

スクランブル発進をす

る。レーザー照射や嫌

がらせを受けても、相

手を攻撃することはで

きない。相手はこちら

の出方を見ているが、

憲法 9 条が重くのしか

かる。隊員の命やスト

レスはどんなものだろ 

うかと想いを馳せる。 

ウクライナと同じ最

前線に位置する極東日

本。ロシアは北方領土

や北海道を狙う。津軽

海峡を横断する。北朝

鮮からは、ミサイル攻

撃と拉致被害にさらさ

れ、韓国からは、対馬や

竹島への領海侵犯があ 

 

る。中国は、尖閣諸島か

ら台湾と日本への足が

かりを狙う。攻撃でき

ないことを知ってか縦

横無尽に行動される。 

憲法 9 条は問われて

いる。平和主義とは、本

来「戦争がない状態を

つくる主義」のことで

ある。戦争がない状態 

 

をつくるためには、「戦

争を起こさないこと」

と「他国に戦争を起こ

させないこと」が必要

となる。私も従来から

戦争のない世界、平和

主義を理想としてき

た。これからもずっと

変わらない。  

しかし「共生き社会 

 

主義」の実現のために

は、力の論理も必要と

なる。それはウクライ

ナが証明している。日

本は、アメリカに依存

するだけの生き方でな

く、自分の国は、自分で

守り、対等な関係を各

国と築く必要がある。

世界で唯一長崎と広島 

 

を体験した国、そして

福島原発事故を経験し

た国が、自立した立場

で世界に貢献すること

は当然といえる。敗戦

から 77 年、人間でいえ

ば後期高齢者である。

いよいよ自分の足で立

つ時が来ている。  

加藤政実 

 

ＷＡＣＷＡＣＷＡＣＷＡＣから半径から半径から半径から半径 1km1km1km1km    

以内の地域の以内の地域の以内の地域の以内の地域の方対象に方対象に方対象に方対象に    

一人暮らし一人暮らし一人暮らし一人暮らしをををを応援します応援します応援します応援します    

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!!!!    

1111 食食食食 700700700700 円円円円～～～～    

52525252----1255125512551255（カフェ（カフェ（カフェ（カフェ直）直）直）直）    

((((詳しくはお尋ね詳しくはお尋ね詳しくはお尋ね詳しくはお尋ね下さい下さい下さい下さい    

    担当：担当：担当：担当：鈴木鈴木鈴木鈴木、田上、田上、田上、田上))))    

 


