
●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 

●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～ 

●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 

2022 

令和４年 

 

日ＳＵＮ 月ＭＯＮ 火ＴＵＥ 水ＷＥＤ 木ＴＨＵ 金ＦＲＩ 土ＳＡＴ 

 
暮らし・仕事・地域生活なんでもワンストップ相談暮らし・仕事・地域生活なんでもワンストップ相談暮らし・仕事・地域生活なんでもワンストップ相談暮らし・仕事・地域生活なんでもワンストップ相談    

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 先勝 2 友引 3 先負 

4 仏滅 5 大安大安大安大安    6 赤口 

 

7 先勝  

 

 

8 友引 

 

9 先負 10 仏滅 

 

11 大安大安大安大安    12 赤口 13 先勝 14 友引 

 

15 先負 

 

16 仏滅 17 大安大安大安大安    

 

18 赤口 19 先勝 敬老の日敬老の日敬老の日敬老の日 20 友引 

 

21 先負 

 

22 仏滅 23 大安大安大安大安    秋分の日秋分の日秋分の日秋分の日    24 赤口 

 

 

25 先勝    26 先負    27 仏滅    28 大安大安大安大安 

 

29 赤口 30 先勝 

 

    

    

    

 

9 
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 

１０１０１０１０    

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 

●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    

●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    

 

●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 

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！有にこだわります！有にこだわります！有にこだわります！有機栽培米から機栽培米から機栽培米から機栽培米から

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。    

    

未だ紛争が絶えない国

と国、ウクライナVSロシ

ア、台湾VS中国。国境が

なくなる日。いつの日か世

界の国々が手をつなぎ世

界共和国(世界国家)に、ま

だまだ道のりは遠く嶮し

い。共生き社会の実現に向

かい、まずはこの地域のこ

とを考えてみたい。 

 

「農医福でつなぐ森と「農医福でつなぐ森と「農医福でつなぐ森と「農医福でつなぐ森と    

緑のガーデンシテイ」緑のガーデンシテイ」緑のガーデンシテイ」緑のガーデンシテイ」    

豊橋豊橋豊橋豊橋・東三河・東三河・東三河・東三河    

    

豊橋市を中心にした東

三河のこれからのまちづ

くりはズバリ「農医福でつ

なぐ森と緑のガーデンシ

テイ」を創造したい。 

人口は70万人からエリ

ア規模で100万人が目標。

豊橋市で50万～60万人。

他市町で50万人程度。豊

橋市の場合、①中核都市    

な街、恋人と散歩したくな

るような街をイメージす

る。まずは現在の街の景観

を活かしながら、中和的役

割としてのグリーンによ

る緑豊かな空間を描いて

みたい。樹木は枝を払いき

らず現在のような丸裸状

態、幹だけにはしない。街

の基調は、無機質から有 

機質に、ナチュラルテイス

トに徹する。将来的には、

カラーや屋根など外観の

マテリアルに条件を施し

ても良い。中心市街地は歩

道とサイクリングロード

を充実して、車の移動を禁

止する。夜間早朝時間帯の

み車の移動できるロード

を規制緩和する。すなわ 

VOL.51 

    コラムコラムコラムコラム    

がりを住宅地にも展開す

る。もちろん、環境整備は、

そこに生活する住民が担

い手、ガーディニングを通

して地域の人々がつなが

り、その効果として環境整

備が進み、将来的に多くの

観光客の誘致にもつなが

る。（西区、東区、南区） 

 産業としては、この地域 

 

が考えられる。（南区、北 

区、大清水区） 

医療福祉についても考

えてみたい。⑦医療福祉

資源を市民のものだけで

なく、国内大都市から、

また世界からのリハビリ

センター、保養地として

の機能をつくる。その為

には、⑧日本語以外に英 

の特徴である農業を前面

に、農本主義、農風景、日 

語、ポルトガル語、中国語、

韓国語などを話すケアワー

カー、ナース、OTなどの育

成。⑨中長期滞在型の農業

を軸としたリハビリメニュ

ーの充実と、滞在できる医

療福祉施設、ホテルも必要

となる。また、⑩将来的に

旧豊橋海軍航空隊基地跡

（大崎島）に、プライベー 

 

本的風土の維持にある。田 

原市、豊橋南部の全国一の

農業地帯を背景に、現在の

農業を維持しながら、④石

巻以北で世界の常識オー

ガニック農業への推進を

図る。1軒当たりの農業規

模を４０ha に、そしてス

マート農業への展開、空き

家、空きビルをコミュニテ 

 

ィの場に生かしていく。将

来的には農作物や加工品

を豊橋港から輸出産業に

成長させる。⑤さらに世界

に向けての情報発信と研

究のための豊橋農業大学

院大学（仮称）の設置と、

⑥農業医療福祉のソフト

ウェア開発拠点「東三河

AMWバレー」（仮称）の設置 

 

ト飛行機の、航空ターミナ

ルができれば、いろいろな

活用ができるだろう。（南

区、北区、西区） 

時代のスピードと変化は

非常に早い。ヒトはそのス

ピードに戸惑っている。そ

の中でまさに格差社会は、

拡がろうとしている。現実

の今に対処するだけでな 

・ 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  

く、近い未来遠い未来を予

測しながら、豊橋市という

軸を保ち、一定の産業構築

を描き、今この地域で生き

る多くの人々を誰ひとり 

取り残さず、誰もがしあわ

せを感じとれるごく普通の

日常を取り戻していく。 

また、見方を変えれば、

この地域の産業特性を把握 

 

して、地域として一定の規

模を維持しながら、まち自

体が、経済的に循環するシ

ステム、ものづくり＋観光

にさらに海外からの医療介

護需要を見込む。その結果、

暮らしてみたい、行ってみ

たい地域、世界一をめざし

て……みたい。 

  加藤政実 

 

◎日 時：9月12日(月) 

セミナー14:00～15:30 

相談会 15:30～18:00 

◎参加費：無料（予約制） 

◎定 員：20 名 

◎会 場：ＷＡＣアグリカ 

フェコミュニティスタジオ 

 

●居住支援住宅●居住支援住宅●居住支援住宅●居住支援住宅相談会相談会相談会相談会

(9/1(9/1(9/1(9/13333,2,2,2,27777))))    

居住支援や住宅に関する

疑問質問に何でもお答え

します。 

◎時 間：13:00～17:00 

◎参加費：無料 

◎会 場： 

ＷＡＣアグリカフェ 

多目的室  

 

 

●自分史塾自分史塾自分史塾自分史塾((((毎毎毎毎水曜水曜水曜水曜))))    

元気な今だからこそ、伝えら

れること。 

◎時 間：9:30～12:00 

◎対 象：原則 65 才以上 

◎受講料：1,000 円 

     (ドリンク付) 

◎会 場： 

ＷＡＣアグリカフェ  

 コミュニティスタジオ 

    

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 

ち中心市街地はテーマパ

ークのイメージをもつと

良い。モータープールはそ

の周辺に配置する。（中区） 

③住宅には、ガーディニ

ングを奨励したい。年間ガ

ーデンニングコンテスト

を実施し、まち全体の取り

組みに変化させていく。す

なわち緑豊かな空間の広 

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    

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 

では初めての行政区を実

施し、中区、西区、東区、

北区、南区、二川区、大清

水区に分け、よりきめの細

かい住民主体の行政を行

う。お互いの行政区が特徴

を持ち、競い合いまちを活

性化させる関係をつくる。 

②未来のまちは、デザイ

ン的に美しい街、スマート 

●ｱｲﾌｫﾝ教室ｱｲﾌｫﾝ教室ｱｲﾌｫﾝ教室ｱｲﾌｫﾝ教室((((9999////1,15)1,15)1,15)1,15)    

アイフォンの便利な機 

能の使い方を学びます。 

◎定  員：10 名 

◎対  象：65 才以上の 

豊橋市民の方 

◎参加費：500 円 

●こども志向塾○
コ
 

    
トピックストピックストピックストピックス    

●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((((9999////12121212))))    

障がい者、生活困窮者などハン

ディキャップを抱える人のた

めの「働く」「住まい」「生きる」

をいっしょに考え、行政間の縦

割りを乗り越えワンストップ

で解決していきます。 

 

事業説明会事業説明会事業説明会事業説明会    

＆相談会＆相談会＆相談会＆相談会    

事業説明会事業説明会事業説明会事業説明会    

＆相談会＆相談会＆相談会＆相談会    

事業説明会事業説明会事業説明会事業説明会    

＆相談会＆相談会＆相談会＆相談会    

事業説明会事業説明会事業説明会事業説明会    

＆相談会＆相談会＆相談会＆相談会    


