
●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) 

 

●大掃除、仕事納め 

 

●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 赤口 

 

2 先勝 3 友引 

4 先負 5 仏滅    6 大安大安大安大安 

 

7 赤口 

 

 

8 先勝 

 

9 友引 10 先負 

 

11 仏滅    12 大安大安大安大安 13 赤口 14 先勝 

 

15 友引 

 

16 先負 17 仏滅    

 

18 大安大安大安大安 19 赤口 20 先勝 

 

21 友引 

 

22 先負 23 赤口    24 先勝 

 

 

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

 

29 赤口 30 先勝 31 友引 

    

    

    

 

12 
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 

１１１１    

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
 

●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！ 

MENUMENUMENUMENU                                価格価格価格価格((((税込税込税込税込))))    

・・・・有機栽培有機栽培有機栽培有機栽培コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー        440440440440 円円円円    

・有機栽培・有機栽培・有機栽培・有機栽培紅茶紅茶紅茶紅茶        440440440440 円円円円    

・・・・自家製ジンジャーティー自家製ジンジャーティー自家製ジンジャーティー自家製ジンジャーティー    440440440440 円円円円    

・本日の・本日の・本日の・本日のハーブティーハーブティーハーブティーハーブティー        440440440440 円円円円    

・・・・レモネードレモネードレモネードレモネード        440440440440 円円円円    

・・・・バタートーストバタートーストバタートーストバタートースト        170170170170 円円円円    

・・・・本日の米粉蒸しパン本日の米粉蒸しパン本日の米粉蒸しパン本日の米粉蒸しパン        220220220220 円円円円    

時の流れは早い。今年も

もう12月である。停滞す

る自分自身を感じながら

も、この転換期の時代を象

徴する今年のできごとは、

やはり安倍晋三であろう。 

名古屋で5月20日に安

倍元総理の講演会「日本の

復活、憲法改正に想う」（主

催：名古屋経営者漁火会） 

「転換期の日本！「転換期の日本！「転換期の日本！「転換期の日本！    

真の日本真の日本真の日本真の日本の独立をの独立をの独立をの独立を

めざしためざしためざしためざした安倍晋三」安倍晋三」安倍晋三」安倍晋三」    

    

があるから行ってみない

かと誘われ、金山にある市

民会館フォレストホール

のステージ。前から10席

の場所から、直接さわやか

でハイトーンの生の声を

聞いたのが私としては最

後であった。 

亡くなった安倍元首相

の妻昭恵氏と母洋子氏に 

    

てロ日国家間の善隣関係

の発展に多くの業績を残

した傑出した政治家の命

が奪われました。私は晋三

と定期的に接触していま

した。そこでは安倍氏の素

晴らしい個人的並びに専

門家的資質が開花してい

ました。この素晴らしい人

物についての記憶は、彼を 

知る全ての人の心に永遠

に残るでしょう。 尊敬の

気持ちを込めて ウラジ

ーミル・プーチン」 

首相在任中プーチン大

統領とは27回もの首脳会

談を重ねていた。安倍氏の

構想の中には、強いロシア

と強い日本が、お互い共存

できる場所探しがイメー 

VVVVOL.5OL.5OL.5OL.54444    

    コラムコラムコラムコラム    

しようとした。 

多くの日本の知識人と

政治家は、しばしばアメリ

カの立場を自分の見解の

ように述べる。安倍氏は、

そうではなく、自分の理念

を持っていた。もちろん彼

は、反米でもなかったし、

親ロシアでもなかった。政

治家として独自の行動を 

たちに希望を持たせたいとたちに希望を持たせたいとたちに希望を持たせたいとたちに希望を持たせたいと

いう、強い信念をもち、毎日、いう、強い信念をもち、毎日、いう、強い信念をもち、毎日、いう、強い信念をもち、毎日、

毎日、国民に語りかけておら毎日、国民に語りかけておら毎日、国民に語りかけておら毎日、国民に語りかけておら

れた。そして、日本よ、日本れた。そして、日本よ、日本れた。そして、日本よ、日本れた。そして、日本よ、日本

人よ、世界の真ん中で咲きほ人よ、世界の真ん中で咲きほ人よ、世界の真ん中で咲きほ人よ、世界の真ん中で咲きほ

これ。－これが、あなたの口これ。－これが、あなたの口これ。－これが、あなたの口これ。－これが、あなたの口

癖でした。次の時代を担癖でした。次の時代を担癖でした。次の時代を担癖でした。次の時代を担うううう

人々が、未来を明るく思い描人々が、未来を明るく思い描人々が、未来を明るく思い描人々が、未来を明るく思い描

いて、初めて、経済も成長いて、初めて、経済も成長いて、初めて、経済も成長いて、初めて、経済も成長すすすす

るのだと。いま、あなたを惜るのだと。いま、あなたを惜るのだと。いま、あなたを惜るのだと。いま、あなたを惜

しむ若い人たちがこんなにしむ若い人たちがこんなにしむ若い人たちがこんなにしむ若い人たちがこんなに

もたくさんいるということもたくさんいるということもたくさんいるということもたくさんいるということ    

した。現実としてもロシア

と日本の関係発展のため

に重要な役割を果たして

いた。   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

国葬：友人代表弔事国葬：友人代表弔事国葬：友人代表弔事国葬：友人代表弔事    

(R4.9.2 菅義偉元首相) 

「「「「七月の、八日でした。信じ七月の、八日でした。信じ七月の、八日でした。信じ七月の、八日でした。信じ

られない一報を耳にし、とにられない一報を耳にし、とにられない一報を耳にし、とにられない一報を耳にし、とに

かかかかく一命をとりとめてほしく一命をとりとめてほしく一命をとりとめてほしく一命をとりとめてほし

い。あなたにお目にかかりたい。あなたにお目にかかりたい。あなたにお目にかかりたい。あなたにお目にかかりた

い同じ空間で、同じ空気をとい同じ空間で、同じ空気をとい同じ空間で、同じ空気をとい同じ空間で、同じ空気をと    

は、歩は、歩は、歩は、歩みをともにした者としみをともにした者としみをともにした者としみをともにした者とし

て、これ以上嬉しいことはありて、これ以上嬉しいことはありて、これ以上嬉しいことはありて、これ以上嬉しいことはあり

ません。報われた思いでありまません。報われた思いでありまません。報われた思いでありまません。報われた思いでありま

す。す。す。す。    ～中略～～中略～～中略～～中略～    

日本国は、あなたという歴史日本国は、あなたという歴史日本国は、あなたという歴史日本国は、あなたという歴史

上かけがえのないリーダーを上かけがえのないリーダーを上かけがえのないリーダーを上かけがえのないリーダーを

いただいたからこそ、特定秘密いただいたからこそ、特定秘密いただいたからこそ、特定秘密いただいたからこそ、特定秘密

保護法、一連の平和安全法制、保護法、一連の平和安全法制、保護法、一連の平和安全法制、保護法、一連の平和安全法制、

改正組織犯罪処罰法など難し改正組織犯罪処罰法など難し改正組織犯罪処罰法など難し改正組織犯罪処罰法など難し

かった法案をすべて成立させかった法案をすべて成立させかった法案をすべて成立させかった法案をすべて成立させ

ることができました。どのひとることができました。どのひとることができました。どのひとることができました。どのひと    

 

もにしたい。その一心で、現地もにしたい。その一心で、現地もにしたい。その一心で、現地もにしたい。その一心で、現地

に向かい、そして、あなたならに向かい、そして、あなたならに向かい、そして、あなたならに向かい、そして、あなたなら

ではの、あたたかな、ほほえみではの、あたたかな、ほほえみではの、あたたかな、ほほえみではの、あたたかな、ほほえみ

に、最後の一瞬、接することがに、最後の一瞬、接することがに、最後の一瞬、接することがに、最後の一瞬、接することが

できました。あの、運命の日かできました。あの、運命の日かできました。あの、運命の日かできました。あの、運命の日か

ら、八十日が経ってしまいまら、八十日が経ってしまいまら、八十日が経ってしまいまら、八十日が経ってしまいま

した。あれからも、朝は来て、した。あれからも、朝は来て、した。あれからも、朝は来て、した。あれからも、朝は来て、

日は暮れていきます。やかま日は暮れていきます。やかま日は暮れていきます。やかま日は暮れていきます。やかま

しかったセミは、いつのまにしかったセミは、いつのまにしかったセミは、いつのまにしかったセミは、いつのまに

か鳴りをひそめ、高い空には、か鳴りをひそめ、高い空には、か鳴りをひそめ、高い空には、か鳴りをひそめ、高い空には、

秋の雲がたなびくようになり秋の雲がたなびくようになり秋の雲がたなびくようになり秋の雲がたなびくようになり

ました。季節は、歩み進めまました。季節は、歩み進めまました。季節は、歩み進めまました。季節は、歩み進めま    

総理…と、お呼びしますが、ご総理…と、お呼びしますが、ご総理…と、お呼びしますが、ご総理…と、お呼びしますが、ご

覧になれますか。ここ、武道館覧になれますか。ここ、武道館覧になれますか。ここ、武道館覧になれますか。ここ、武道館

の周りには、花をささげよう、の周りには、花をささげよう、の周りには、花をささげよう、の周りには、花をささげよう、

国葬儀に立ち合おうと、たく国葬儀に立ち合おうと、たく国葬儀に立ち合おうと、たく国葬儀に立ち合おうと、たく

さんの人が集まってくれていさんの人が集まってくれていさんの人が集まってくれていさんの人が集まってくれてい

ます。二十代、三十代の人たちます。二十代、三十代の人たちます。二十代、三十代の人たちます。二十代、三十代の人たち

が、少なくないようです。明日が、少なくないようです。明日が、少なくないようです。明日が、少なくないようです。明日

を担う若者たちが、大勢、あなを担う若者たちが、大勢、あなを担う若者たちが、大勢、あなを担う若者たちが、大勢、あな

たを慕い、あなたを見送りにたを慕い、あなたを見送りにたを慕い、あなたを見送りにたを慕い、あなたを見送りに

来ています。総理、あなたは、来ています。総理、あなたは、来ています。総理、あなたは、来ています。総理、あなたは、

今日よりも、明日の方が良く今日よりも、明日の方が良く今日よりも、明日の方が良く今日よりも、明日の方が良く

なる日本を創りたい。若い人なる日本を創りたい。若い人なる日本を創りたい。若い人なる日本を創りたい。若い人    

つを欠いても、我が国の安全つを欠いても、我が国の安全つを欠いても、我が国の安全つを欠いても、我が国の安全    

は、確固たるものにはならなは、確固たるものにはならなは、確固たるものにはならなは、確固たるものにはならな

い。あなたの信念、そして決意い。あなたの信念、そして決意い。あなたの信念、そして決意い。あなたの信念、そして決意

に、私たちは、とこしえの感謝に、私たちは、とこしえの感謝に、私たちは、とこしえの感謝に、私たちは、とこしえの感謝

をささげるものであります。国をささげるものであります。国をささげるものであります。国をささげるものであります。国

難を突破し、強い日本を創る。難を突破し、強い日本を創る。難を突破し、強い日本を創る。難を突破し、強い日本を創る。

そして、真の平和国家日本を希そして、真の平和国家日本を希そして、真の平和国家日本を希そして、真の平和国家日本を希

求し、日本を、あらゆる分野で求し、日本を、あらゆる分野で求し、日本を、あらゆる分野で求し、日本を、あらゆる分野で

世界に貢献できる国にする。そ世界に貢献できる国にする。そ世界に貢献できる国にする。そ世界に貢献できる国にする。そ

んな、覚悟と、決断の毎日が続んな、覚悟と、決断の毎日が続んな、覚悟と、決断の毎日が続んな、覚悟と、決断の毎日が続

く中にあっても、総理、あなたく中にあっても、総理、あなたく中にあっても、総理、あなたく中にあっても、総理、あなた

は、常に笑顔を絶やさなかっは、常に笑顔を絶やさなかっは、常に笑顔を絶やさなかっは、常に笑顔を絶やさなかっ 

 

た。いつも、まわりの人たちにた。いつも、まわりの人たちにた。いつも、まわりの人たちにた。いつも、まわりの人たちに 

心を配り、優しさを降り注い心を配り、優しさを降り注い心を配り、優しさを降り注い心を配り、優しさを降り注い

だ。だ。だ。だ。    ～中略～～中略～～中略～～中略～    

あなたの机には、読みかけのあなたの机には、読みかけのあなたの机には、読みかけのあなたの机には、読みかけの

本が一冊、ありました岡義武著本が一冊、ありました岡義武著本が一冊、ありました岡義武著本が一冊、ありました岡義武著

「山県有朋」です。ここまで読「山県有朋」です。ここまで読「山県有朋」です。ここまで読「山県有朋」です。ここまで読

んだ、という、最後のページは、んだ、という、最後のページは、んだ、という、最後のページは、んだ、という、最後のページは、

折ってありました。そしてその折ってありました。そしてその折ってありました。そしてその折ってありました。そしてその

ページには、マーカーペンで、ページには、マーカーペンで、ページには、マーカーペンで、ページには、マーカーペンで、

線を引いたところがありまし線を引いたところがありまし線を引いたところがありまし線を引いたところがありまし

た。しるしをつけた箇所にあった。しるしをつけた箇所にあった。しるしをつけた箇所にあった。しるしをつけた箇所にあっ    

たのは、いみじくも、山県有朋たのは、いみじくも、山県有朋たのは、いみじくも、山県有朋たのは、いみじくも、山県有朋

が、長年の盟友、伊藤博文に先が、長年の盟友、伊藤博文に先が、長年の盟友、伊藤博文に先が、長年の盟友、伊藤博文に先

立たれ、故人を偲んで詠んだ歌立たれ、故人を偲んで詠んだ歌立たれ、故人を偲んで詠んだ歌立たれ、故人を偲んで詠んだ歌

でありました。「かたりあひてでありました。「かたりあひてでありました。「かたりあひてでありました。「かたりあひて

尽しゝ人は先立ちぬ今より後尽しゝ人は先立ちぬ今より後尽しゝ人は先立ちぬ今より後尽しゝ人は先立ちぬ今より後

の世をいかにせむ」深い哀しみの世をいかにせむ」深い哀しみの世をいかにせむ」深い哀しみの世をいかにせむ」深い哀しみ

と、寂しさを覚えます。どうかと、寂しさを覚えます。どうかと、寂しさを覚えます。どうかと、寂しさを覚えます。どうか

安らかに、お休みください。安らかに、お休みください。安らかに、お休みください。安らかに、お休みください。」」」」    

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

今も、1951年9月8日ア

メリカとの間で交わされた 

ジにあったのではないか。

日本は長い間、アメリカに

よる設定された地政学的

状況を受け入れてきた。対

して安倍氏は現代世界に

おいて、特にアジア太平洋

地域において日本の場所

を見出そうとした。アメリ

カとの同盟関係を維持し

つつ、日本の独立性を確保 

●こども志向塾○
コ
 

サンフランシスコ平和条

約。日本は未だ本当の意

味の独立を果たしていな

い。海外からの要人も、ア

メリカだけは、厚木基地

からフリーパスで東京都

内に入ることができる。

不思議に想う。東アジア

とアジアを取り巻く環境

は、パワーバランスの上 

    

す。あなたという人がいないす。あなたという人がいないす。あなたという人がいないす。あなたという人がいない

のに、時はすぎる。無情にも過のに、時はすぎる。無情にも過のに、時はすぎる。無情にも過のに、時はすぎる。無情にも過

ぎていくことに、私は、いまだぎていくことに、私は、いまだぎていくことに、私は、いまだぎていくことに、私は、いまだ

に、許せないものを覚えます。に、許せないものを覚えます。に、許せないものを覚えます。に、許せないものを覚えます。

天はなぜ、よりにもよって、こ天はなぜ、よりにもよって、こ天はなぜ、よりにもよって、こ天はなぜ、よりにもよって、こ

のような悲劇を現実にし、いのような悲劇を現実にし、いのような悲劇を現実にし、いのような悲劇を現実にし、い

のちを失ってはならない人かのちを失ってはならない人かのちを失ってはならない人かのちを失ってはならない人か

ら、生命を召し上げてしまっら、生命を召し上げてしまっら、生命を召し上げてしまっら、生命を召し上げてしまっ

たのか。口悔しくてなりませたのか。口悔しくてなりませたのか。口悔しくてなりませたのか。口悔しくてなりませ

ん。哀しみと、怒りを、交互にん。哀しみと、怒りを、交互にん。哀しみと、怒りを、交互にん。哀しみと、怒りを、交互に

感じながら、今日の、この日感じながら、今日の、この日感じながら、今日の、この日感じながら、今日の、この日

を、迎えました。しかし、安倍を、迎えました。しかし、安倍を、迎えました。しかし、安倍を、迎えました。しかし、安倍    

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。    

    

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    

●●●●ＷＡＣＮＥＴ．ＷＡＣＮＥＴ．ＷＡＣＮＥＴ．ＷＡＣＮＥＴ．    

    法人法人法人法人説明会・相談会説明会・相談会説明会・相談会説明会・相談会    

    10:0010:0010:0010:00～～～～17:0017:0017:0017:00    

    ((((要予約要予約要予約要予約))))    

 

●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 

宛てた、プーチン大統領

からの弔電が当時話題と

なった。「尊敬する安倍洋

子様 尊敬する安倍昭恵

様 あなたがたのご子

息、夫である安倍晋三氏

のご逝去に対して深甚な

る弔意を表明いたしま

す。犯罪者の手によって、

日本政府を長期間率い 

●●●●大晦日大晦日大晦日大晦日    

に成り立っている。属国

が何を発言しても始ま

らない。そこを強く感じ

て、安倍元首相はロシア

ともアメリカとも渡り

合える唯一無二の人で

あった。サハリン1,2問

題も、他国が全面撤退し

ている中で日本は現在

も粘って交渉を続ける。 

尖閣問題もアメリカが

容認した中で中国が

動いているようにも

見える。積極的な東南

アジア首脳外交、自由で

開かれたインド太平洋

の創造など、将来のため

に一歩一歩積み上げて

いく途上であった。人は

目先のことに一生懸命 

になることが多い。彼は世

界で日本の立場を踏まえ

てその環境づくりこそ日

本の未来があると信じて

戦ってきた一人と言える。

その意思を継ぎ私たち一

人ひとりも未来のため感

性を持ち、日本と日本人の

ため歩んでいきたいもの

である。        加藤政実    


