
●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 

●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 

●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) 

 

●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 友引 

2 先負 3 仏滅    4 大安大安大安大安 

 

5 赤口  

 

 

6 先勝 

 

7 友引 8 先負 

 

9 仏滅    10 大安大安大安大安    スポーツの日スポーツの日スポーツの日スポーツの日 11 赤口 12 先勝 

 

13 友引 

 

14 先負 15 仏滅    

 

16 大安大安大安大安 17 赤口 18 先勝 

 

19 友引 

 

20 先負 21 仏滅    22 大安大安大安大安 

 

 

23 赤口    24 先勝    25 仏滅    26 大安大安大安大安 

 

27 赤口 28 先勝 29 友引 

 

 

30 先負 31 仏滅 

    

    

    

 

10 
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 

１１１１１１１１    

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。    

    

そんなに遠くない未来

には、国の枠はなくなり、

都市や地域が、世界につな

がる。私たちが今使ってい

る一台のパソコンから世

界へつながるように、都市

や地域が簡単に世界の都

市・地域につながるイメー

ジを創造してみると良い。 

ユーラシア大陸の西と 

「農医福でつなぐ「農医福でつなぐ「農医福でつなぐ「農医福でつなぐ    

森と緑のガーデン森と緑のガーデン森と緑のガーデン森と緑のガーデン    

シテイⅡ」シテイⅡ」シテイⅡ」シテイⅡ」    

アントレプレナーアントレプレナーアントレプレナーアントレプレナー    

東にある島国、英国と日

本。お互い国王と天皇をも

つ国であるが、民族的に

は、相反する資質をもつ水

と油の関係にある。9月8

日にエリザベス 2 世（96

歳）が逝去された。国王と

しての在位70年は歴代最

長でもあった。21 歳の女

王就任時に、「私の全人生    

ージーランド、マレーシ

ア、シンガポール、南アフ

リカなど56カ国がある。

そして最大の移民先のア

メリカ合衆国。日本との縁

も深い、江戸時代のオラン

ダ出島、そして明治政府と

英国。太平洋戦争に突入す

る原因にもなった1921年

日英同盟の破棄。そして戦 

後1945年以降のアメリカ

との蜜月関係が現在も続

く。 

家族人類学者であるエ

マニュエル・トッドが描く

家族型によると、アングロ

サクソンは、絶対的核家族

で表現される。特徴1…遺

産相続は、必ずしも平等で 

なく、親の意思で分配率が 

VOL.52 

    コラムコラムコラムコラム    

巻き込まれて、自己を見失

うようなことがなく、どこ

までも自己の責任で、わが

道を守り、新しい道を切り

開いて行くという独立心

にもつながる。それが資本

主義を成長させる原動力

にもなった。 

一方、日本人は、父系権

威主義的家族に分類され 

 

さて、今回のテーマで

ある地域を動かすアント 

 

る。特徴１…財産は一人の

息子（長男）だけに引き継

がれ、兄弟間は不平等な関

係。特徴２…一人の息子だ

けが両親と同居。特徴３…

兄弟の子ども同士の結婚

はほとんどない。：権威へ

の尊敬が自然に育まれる。

そのため、官僚制が発達し

やすい。また、秩序と安定 

 

レプレナーをいかに創る

か。アメリカシリコンバレ

ーの流れをくむ、中国深圳、

インドバンガロール、イス

ラエル、ドバイ、エストニ

アなど IT 産業、バイオ産

業、金融産業などは、もう

すでにアングロサクソンが

リードして世界を動かして

いる。 

 

 

を好む傾向が強く、政権交

代は少ない。自民族的にな

りやすい。子どもの時か

ら、愛情豊かな家庭の中で

育てられるため、親の思い

通りなる素直な子どもが

生まれやすい。その反面、

無責任な、相手まかせの性

格が養成されてしまう。外

見は、他人への気配りが上 

 

手で、世間に対しても従順

で、協調性があるように見

えるが、この鬱積した鬱憤

が集団の中で爆発して、付

和雷同、旗振りの言うまま

に行動して、「みんなでや

ればこわくない」感覚をも

つ。このグループに、ドイ

ツ、スウェーデン。スイス

が含まれる。 

 

 

日本のポジショニング

は、社会それも地域社会に

スポットを当てたい。自分

のことよりも利他の精神

で、地域社会を再構築する

アントレプレナーを育てる

ことが必要となろう。地域

の社会起業家づくり。東三 

河の立地はけして悪くな

い。愛知県は、現在もモノ 

 

・ 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  

づくりでは、日本をリード

している。狭い地域にモノ

づくりのノウハウの集積が

あり、IT と連動すること

で、新しいビジネスが生ま

れる。農業も、世界の常識

オーガニックにいかにチェ

ンジできるか。自然農業の 

ルーツ福岡正信の意思をい

かに継続できるか。これか 

らが正念場である。アメリ

カがリードするハイブリッ

ト種子 F1 が商品として普

及していけば世界は終わ

る。農業・医療・福祉・芸

術・文化が地域を変え世界

を変える。政治から経済へ

そして地域社会へ、足元の

地域を見つめていきたい。

次回へ続く。     加藤政実 

◎日 時：10月10日(月・祝) 

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

((((10101010/1/1/1/11111,2,2,2,25555))))    

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 

    

●アイフォン教室○多 

13:30～14:30 

決まる。特徴２…結婚した 

子どもは両親と同居しな

い。特徴３…兄弟のこども

同士の結婚はない。：子ど

もの頃から自由は大切に

するが、平等についてはさ

ほど重視されない。逆に、

不平等が当たり前な環境

で人が育つため、競争意識

が強くなり、集団の中に 

 

●WACWACWACWAC見学見学見学見学ツアーツアーツアーツアー((((10/19)10/19)10/19)10/19)    

【福祉施設・事業所及び民間

企業の方向け】 

WACNET.グループの障がい者

運連施設、働く現場すべて見

せます！ 

◎時 間：10:00～15:30 

◎定 員：20 名 

◎参加費：8,000 円(昼食、

コーヒー代含む) 

●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((((10101010////10101010))))    

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。 

 

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 

はたとえそれが長くても

短くても、国民の皆さんと

英連邦にささげることを

誓う」の言葉を残す。ヨー

ロッパ、スカンジナビアを

源流とするアングロサク

ソンは、オランダ、英国を

経て、英連邦を形成した。

その後各国は独立。カナ

ダ、オーストラリア、ニュ 

●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
 

14:00～15:30 

・・・・スタッフスタッフスタッフスタッフ    

・・・・パートパートパートパート    

            ・・・・ボランティアボランティアボランティアボランティア    

・・・・プロボノプロボノプロボノプロボノ    

只今募集中只今募集中只今募集中只今募集中!!!!!!!!                    0532053205320532----52525252----4315431543154315                担当担当担当担当：：：：梅木梅木梅木梅木    

ＷＡＣＷＡＣＷＡＣＷＡＣ農園農園農園農園    

＆協力隊＆協力隊＆協力隊＆協力隊!!!!!!!!    


