
●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～ 

●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 

●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 大安大安大安大安 

 

2 赤口  

 

 

3 先勝 文化の日文化の日文化の日文化の日 

 

4 友引 5 先負 

6 仏滅 7 大安大安大安大安    8 赤口 

 

9 先勝 

 

 

10 友引 

 

11 先負 12 仏滅 

 

13 大安大安大安大安    14 赤口 15 先勝 16 友引 

 

17 先負 

 

18 仏滅 19 大安大安大安大安    

 

20 赤口 21 先勝 22 友引 

 

23 先負 勤労感謝の日勤労感謝の日勤労感謝の日勤労感謝の日 

 

24 大安大安大安大安 25 赤口    26 先勝 

 

 

27 友引    28 先負    29 仏滅    30 大安大安大安大安 

 

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 

    

    

    

 

11 
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 「「「「 みみみみ んなのんなのんなのんなの 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 

１２１２１２１２    

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 林まで 

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！ 

お待たせしました！ 
１１月１１月１１月１１月１日（火）１日（火）１日（火）１日（火）プチプチプチプチオープン！オープン！オープン！オープン！    

ドリンクメニュードリンクメニュードリンクメニュードリンクメニューのみののみののみののみの営業営業営業営業となります。となります。となります。となります。    

地域の皆様と地域の皆様と地域の皆様と地域の皆様と一緒に創作する一緒に創作する一緒に創作する一緒に創作するカフェをカフェをカフェをカフェを    

めざします。めざします。めざします。めざします。ご来店お待ちしています。ご来店お待ちしています。ご来店お待ちしています。ご来店お待ちしています。    

店主店主店主店主    出口出口出口出口    

9 月19日エリザベス女

王の国葬が英国ロンドン

のウエストミンスター寺

院で執り行われた。建物の

持つ歴史的な重みと伝統、

宗教の意味を感じ得るイ

ベントであった。その後、

時を経て、ウインザー城へ

ガラス張りの霊柩車に棺

を載せ、兵士が歩いて向か 

 

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

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

共生き志本主義共生き志本主義共生き志本主義共生き志本主義    

    

う姿にアナログとデジタ

ルの融合を見た。この葬儀

の模様は、全世界41億人

（全人口1/2）に中継され

ていた。時代の読みが浅

く、決断力のない日本と英

国の違いを改めて感じる

機会となった。エセアング

ロサクソンからの脱皮を

望みたい。 

    

1位で日本が2位、ブロッ

ク経済圏が進む現在は、中

国1位、2位EU、3位アメ

リカ、4位インド、5位日

本と続く。国際競争力ラン

キング（IMD）では、2009

年17位、上位に食い込め

ず、2019年30位、現在ア

ジアではシンガポール、香

港、台湾、韓国の後に続 

く。アングロサクソンと日

本人の考え方の特性を理

解した上で、国としては真

の自主独立を果たすこと

が必要不可欠である。ま

た、故稲盛和夫氏の経営論

に「人間として正しいこと

を正しいままに貫く」とい

う言葉がある。今の社会に

とり、国の政治を担う人、 

VVVVOL.53OL.53OL.53OL.53    

    コラムコラムコラムコラム    

を感じる。我欲よりも利他

の精神で、家族を、地域を、

国を、世界を愛するアント

レプレナーの育成が必要

となる。ある意味NPO的考

え方であるが、グローバリ

ズム一辺倒の社会では、地

域のお金の循環は起きに

くい。逆に地域はどんどん

循環するお金の量が減っ 

アの戦争の結果、物価が

上がる状況は、望んでい

ないし満足もしない。 

今、私たちがやるべきこ

とは、地域社会を豊かに

するための、地域のアン

トレプレナー（社会と政

治と経済に貢献できるリ

ーダー）を生み出すこと

にある。方法論としては、 

ていき貧しくなっていく。

私たちにとり、地域で循環

するお金の量を増やし、地

域で回していくことが、雇

用を増やし、お金を地域に

増やす結果となる。さら

に、いえば地域社会資本を

生かして、他の地域から、

外国から人々がやってき

てお金を落としてもらえ 

①行政や地元企業から希望

者を募る方法、難しければ

②東三河地域にルーツをも

つ人たちに呼びかける。さ

らに難しければ、③東三河

の自然や人々に興味を持

ち、新しい時代を先導して

みたい、アングロサクソン

的日本人を日本はもとより

世界に呼びかけ、日本の地 

 

る仕組みづくりが必要と

いえる。 

恩恵が届き、現在もアメリ

カと中国の間では、お互い

の貿易収支で揉めている。

1985年プラザ合意。アメリ

カは日本との間で、円高に

することで調整できたこ

とが、中国との間でできな

いジレンマを感じている。

私たちも個人のお金は増

えず、ウクライナ・ロシ 

域創生パイロット事業に参

加を促す。その際の費用（生

活費等個人の給与）は、そ

のまま旧所属企業等に協力

をお願いしたいものだ。 

日本の高度成長を促した

人材教育は、ある面で、標

準的な人材育成には成功し

た。1993年バブル崩壊から

30年、私たちの社会は、社 

会の安定を望み、一定の満

足のもとチャレンジ精神を

忘れてしまった。海外では、

個性豊かな人材が、チャレ

ンジし IT 事業を初め多く

のアントレプレナーを生み

出している。しかし、日本

の社会は、相変わらず金太

郎飴的人材の中で安息の

日々を過ごす。福祉という 

準市場までも、一般市場と

して扱い景気浮揚策に使わ

れる。結果、コミュニティ

は崩壊し、多くのこどもた

ちは障がい枠にはめ込まれ

ていく。こどもたちに必要

以上の薬は不要。No More 

Drug. No More Pesticide. 

このシリーズ「農医福で

つなぐ森と緑のガー デン 

 

経済活動を担う人、社会基

盤をつかさどる人すべて

に共通する基本理念では

ないだろうか。 

依存系の国民にとり、強

いリーダーシップをとり、

一人、未来を開き得る人材

は、国レベルでは難しいか 

もしれない。しかし、一地

方としてはトライする価値 

●こども志向塾○
コ
 

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

14:00～15:30 

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    

●アイフォン教室○多 

13:30～14:30 
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 

シテイ」はひとまず筆を

おく。 

尚、大きなくくりでは、

私たちがめざす理想社会

を「共生き志本主義」「共生き志本主義」「共生き志本主義」「共生き志本主義」と

呼びたい。  加藤政実 

 

・・・・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：：：：犬塚犬塚犬塚犬塚    

ＷＡＣＷＡＣＷＡＣＷＡＣ農農農農園園園園    

＆協力隊＆協力隊＆協力隊＆協力隊!!!!!!!!    

経済的指標で見みると

1990年のGDPはアメリカ 

月曜日～土曜日月曜日～土曜日月曜日～土曜日月曜日～土曜日    10:0010:0010:0010:00～～～～19:0019:0019:0019:00    

〒〒〒〒440440440440----0823 0823 0823 0823 豊橋市瓦町通豊橋市瓦町通豊橋市瓦町通豊橋市瓦町通 1111 丁目丁目丁目丁目 18181818    

TEL 0532TEL 0532TEL 0532TEL 0532----54545454----2666 05322666 05322666 05322666 0532----52525252----4315431543154315    

FAX 0532FAX 0532FAX 0532FAX 0532----56565656----0702070207020702    

ＳＯＳ相談ＳＯＳ相談ＳＯＳ相談ＳＯＳ相談    TEL 090TEL 090TEL 090TEL 090----8545854585458545----0110011001100110    

    

困ったら困ったら困ったら困ったらWAC+WAC+WAC+WAC+    

介護保険介護保険介護保険介護保険    

障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉 

生活困窮者生活困窮者生活困窮者生活困窮者    

支援支援支援支援 

こども支援こども支援こども支援こども支援    

子育て子育て子育て子育て支支支支援援援援 

成年後見成年後見成年後見成年後見    

信託・遺言信託・遺言信託・遺言信託・遺言    

相続相続相続相続    

財産管理財産管理財産管理財産管理    

生活支援生活支援生活支援生活支援    

葬祭葬祭葬祭葬祭 

生活保護生活保護生活保護生活保護    

年金年金年金年金    

身元保証身元保証身元保証身元保証    

住宅住宅住宅住宅    

不動産不動産不動産不動産    

旅行旅行旅行旅行 

現在の民主主義の背景

は産業革命以来の資本主

義の考え方にある。世界の

しくみは実体経済より金

融経済規模が、約倍近くあ

り、このお金の量が個人株 

や投資家に流れ、経済を支

えるしくみになっている。

その結果、アングロサクソ

ン、アメリカと中国にその 

ＷＡＣアグリカフェ 
コロナ明け再稼働！ 
    

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！料理は自然食自然食自然食自然食

品品品品にこだわります！有機栽培米から加工にこだわります！有機栽培米から加工にこだわります！有機栽培米から加工にこだわります！有機栽培米から加工

品、品、品、品、調味料まで徹底的にこだわり調味料まで徹底的にこだわり調味料まで徹底的にこだわり調味料まで徹底的にこだわります。ます。ます。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 種類以上の旬の種類以上の旬の種類以上の旬の種類以上の旬の

野菜を使用した野菜を使用した野菜を使用した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しみをお楽しみをお楽しみをお楽しみ

ください。ください。ください。ください。    

    


