
●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～ 

●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) 

 

●居住支援住宅相談会○多 

13:00～17:00(予約要) 

 

2023  

令和５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 大安大安大安大安 

 

 

2 赤口 

 

3 先勝 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 建国記念の日建国記念の日建国記念の日建国記念の日 

 

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 友引 21 先負 

 

22 仏滅 

 

23 大安大安大安大安    天皇誕生日天皇誕生日天皇誕生日天皇誕生日 24 赤口    25 先勝 

 

 

26 友引    27 先負    28 仏滅    

  

    

    

 

    

 

2 
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 

wwwwwwwwwwww.wacnet.jp.wacnet.jp.wacnet.jp.wacnet.jp    

○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    

３３３３    

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 

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 

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     

    

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 

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 

●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
 

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((((税別税別税別税別))))    

・・・・ワンプレートワンプレートワンプレートワンプレートランチランチランチランチ    

((((ご飯ご飯ご飯ご飯・・・・スープ付スープ付スープ付スープ付))))        1300130013001300 円円円円    

・・・・カレーセットカレーセットカレーセットカレーセット((((サラダ付サラダ付サラダ付サラダ付))))        800800800800 円円円円    

・・・・あんかけあんかけあんかけあんかけ湯豆腐セット湯豆腐セット湯豆腐セット湯豆腐セット((((ご飯付ご飯付ご飯付ご飯付))))        800800800800 円円円円    

・・・・スープスープスープスープセットセットセットセット((((サラダサラダサラダサラダ・ご飯付・ご飯付・ご飯付・ご飯付))))        800800800800 円円円円    

・・・・サンドイッチサンドイッチサンドイッチサンドイッチセットセットセットセット((((サラダサラダサラダサラダ付付付付))))        800800800800 円円円円    

※※※※上記のメニューにドリンクは上記のメニューにドリンクは上記のメニューにドリンクは上記のメニューにドリンクは 200200200200 円円円円ですですですです    

今日の新聞一面はアメ

リカバイデン大統領と岸

田首相との日米同盟、新段

階へ対中共同抑止。のコピ

ーが飾る。今年令和５年が

いよいよ始まった。今回は

この国のこれからを考え

てみたい。 

日本は、これまで大化の

改新、明治維新、マッカー 

 

「この国のこれから、「この国のこれから、「この国のこれから、「この国のこれから、

真の独立を考えて真の独立を考えて真の独立を考えて真の独立を考えて    

みたい。」みたい。」みたい。」みたい。」    

サー改革（先の大戦）と3

つの大きな改革を体験し

てきた。大化と明治は日本

人的な改革でその時代の

日本が合理性と近代性を

もつことができた。しか

し、マッカーサー改革は、

占領軍政策が大前提にあ

って、占領目的を達成する

ために日本の変革を求め    

教的指針(こころの支え)２

つ目は軍事力(武装する)３

つ目は経済力である。 

１つの国を１つの家族

に置き換えてみると良く

分かる。家族は妻や子ども

たち、場合によっては、祖

父や祖母が１つ屋根の下

で暮らしていく。父親は家

族を１つにまとめるため 

に、考え方や行動指針が必

要になる。いわば人が生き

ていく上での人間力であ

る。そして、この家族を守

るために一生懸命働き収

入を得る。また、勝手に家

族が傷つけられたり、盗難

にあったりしないために、

同じ地域に生活する他の

家族と交流したり仲良く 

VVVVOL.5OL.5OL.5OL.56666    

    コラムコラムコラムコラム    

内でコスト高に苦しむ製造業内でコスト高に苦しむ製造業内でコスト高に苦しむ製造業内でコスト高に苦しむ製造業

をこの国の基幹産業にすべくをこの国の基幹産業にすべくをこの国の基幹産業にすべくをこの国の基幹産業にすべく

工業化をめざす。工業化をめざす。工業化をめざす。工業化をめざす。その代償としその代償としその代償としその代償とし

て国内の農業政策を見直し、米て国内の農業政策を見直し、米て国内の農業政策を見直し、米て国内の農業政策を見直し、米

づくりから穀物輸入と小麦、乳づくりから穀物輸入と小麦、乳づくりから穀物輸入と小麦、乳づくりから穀物輸入と小麦、乳

牛、牛肉による食生活の改善に牛、牛肉による食生活の改善に牛、牛肉による食生活の改善に牛、牛肉による食生活の改善に

向かう。農地改革を進め、その向かう。農地改革を進め、その向かう。農地改革を進め、その向かう。農地改革を進め、その

結果大地主はいなくなり、農民結果大地主はいなくなり、農民結果大地主はいなくなり、農民結果大地主はいなくなり、農民

は小作人集団化して所得倍増、は小作人集団化して所得倍増、は小作人集団化して所得倍増、は小作人集団化して所得倍増、    

高度成長、工業発展の影に埋も高度成長、工業発展の影に埋も高度成長、工業発展の影に埋も高度成長、工業発展の影に埋も

れていった。ターニングポインれていった。ターニングポインれていった。ターニングポインれていった。ターニングポイン

トは、トは、トは、トは、1985198519851985年年年年9999月月月月22222222日ニュ日ニュ日ニュ日ニュ    

したりする。 

残念ながらこのマッカ

ーサー改革は、３つの柱の

内、宗教的指針と軍事力を

解体してしまう。その流れ

は現在も続いている。 

この国の特徴として、地理この国の特徴として、地理この国の特徴として、地理この国の特徴として、地理    

上の立地にもよるが、人々の上の立地にもよるが、人々の上の立地にもよるが、人々の上の立地にもよるが、人々の

資質にもある。外来からの情資質にもある。外来からの情資質にもある。外来からの情資質にもある。外来からの情

報や技術が、この国の人々に報や技術が、この国の人々に報や技術が、この国の人々に報や技術が、この国の人々に    

●こども志向塾○
コ
 

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    

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 

●エンディングノートの 

作成教室（書き方）○多 

●法人説明会●法人説明会●法人説明会●法人説明会(Zoom)(Zoom)(Zoom)(Zoom)    

11110000::::00000000～～～～11111111:30:30:30:30    

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

14:00～15:30 

より柔軟に受け入れられて理より柔軟に受け入れられて理より柔軟に受け入れられて理より柔軟に受け入れられて理    

想形に置き換えられていく。想形に置き換えられていく。想形に置き換えられていく。想形に置き換えられていく。

当時、宗教は、神道と仏教が当時、宗教は、神道と仏教が当時、宗教は、神道と仏教が当時、宗教は、神道と仏教が

人々の考え方生き方を支えて人々の考え方生き方を支えて人々の考え方生き方を支えて人々の考え方生き方を支えて

いた。家には大きな仏壇と神いた。家には大きな仏壇と神いた。家には大きな仏壇と神いた。家には大きな仏壇と神

棚、各家には檀家があり、日常棚、各家には檀家があり、日常棚、各家には檀家があり、日常棚、各家には檀家があり、日常

の中に自然と生きることへのの中に自然と生きることへのの中に自然と生きることへのの中に自然と生きることへの

感謝の気持ちが感謝の気持ちが感謝の気持ちが感謝の気持ちがそこにあっそこにあっそこにあっそこにあっ

た。しかしこの考え方を神道た。しかしこの考え方を神道た。しかしこの考え方を神道た。しかしこの考え方を神道

については、神道指令（昭和については、神道指令（昭和については、神道指令（昭和については、神道指令（昭和

20202020年年年年12121212月月月月15151515日日日日GHGHGHGHQQQQ指令）に指令）に指令）に指令）に

より、神社を国が管理する国より、神社を国が管理する国より、神社を国が管理する国より、神社を国が管理する国    

家神道を廃家神道を廃家神道を廃家神道を廃止し、神社は宗教止し、神社は宗教止し、神社は宗教止し、神社は宗教

法人となっていった。法人となっていった。法人となっていった。法人となっていった。    

軍事力の解体は、武装解除軍事力の解体は、武装解除軍事力の解体は、武装解除軍事力の解体は、武装解除

であり、非戦力化である。そのであり、非戦力化である。そのであり、非戦力化である。そのであり、非戦力化である。その

ため、自衛隊と警察を新たにため、自衛隊と警察を新たにため、自衛隊と警察を新たにため、自衛隊と警察を新たに

創設する。自衛隊は憲法第創設する。自衛隊は憲法第創設する。自衛隊は憲法第創設する。自衛隊は憲法第 9999

条に戦争放棄、戦力不保持、交条に戦争放棄、戦力不保持、交条に戦争放棄、戦力不保持、交条に戦争放棄、戦力不保持、交

戦権の否認の規定があり、専戦権の否認の規定があり、専戦権の否認の規定があり、専戦権の否認の規定があり、専

守防衛を掲げる。警察は、国家守防衛を掲げる。警察は、国家守防衛を掲げる。警察は、国家守防衛を掲げる。警察は、国家

警察と自治体警察に分離して警察と自治体警察に分離して警察と自治体警察に分離して警察と自治体警察に分離して

公安委員会を作った。これは、公安委員会を作った。これは、公安委員会を作った。これは、公安委員会を作った。これは、    

別名泥棒を捕まえられない制別名泥棒を捕まえられない制別名泥棒を捕まえられない制別名泥棒を捕まえられない制    

度とも言われ、全国一斉手配度とも言われ、全国一斉手配度とも言われ、全国一斉手配度とも言われ、全国一斉手配

ができないシステムで、過去ができないシステムで、過去ができないシステムで、過去ができないシステムで、過去

には日本赤軍グループが国内には日本赤軍グループが国内には日本赤軍グループが国内には日本赤軍グループが国内

でなかなか捕まらなかったりでなかなか捕まらなかったりでなかなか捕まらなかったりでなかなか捕まらなかったり

しししした。た。た。た。自治体警察では、最近の自治体警察では、最近の自治体警察では、最近の自治体警察では、最近の

安倍総理暗殺事件の捜査が奈安倍総理暗殺事件の捜査が奈安倍総理暗殺事件の捜査が奈安倍総理暗殺事件の捜査が奈

良県警であったり、外国要人の良県警であったり、外国要人の良県警であったり、外国要人の良県警であったり、外国要人の

警備に各県警が応援体制をと警備に各県警が応援体制をと警備に各県警が応援体制をと警備に各県警が応援体制をと

ったりすることなどがある。ったりすることなどがある。ったりすることなどがある。ったりすることなどがある。    

昭和昭和昭和昭和20202020年年年年8888月月月月14141414日に日本日に日本日に日本日に日本

は天皇のもとポツダム宣言をは天皇のもとポツダム宣言をは天皇のもとポツダム宣言をは天皇のもとポツダム宣言を

受諾する。その後占領軍のも受諾する。その後占領軍のも受諾する。その後占領軍のも受諾する。その後占領軍のも    

    

に、田中角栄首相が日中国交に、田中角栄首相が日中国交に、田中角栄首相が日中国交に、田中角栄首相が日中国交

正常化を実現する。相手はリ正常化を実現する。相手はリ正常化を実現する。相手はリ正常化を実現する。相手はリ

チャード・ニクソン大統領とチャード・ニクソン大統領とチャード・ニクソン大統領とチャード・ニクソン大統領と

ヘンリー・キッシンジャー補ヘンリー・キッシンジャー補ヘンリー・キッシンジャー補ヘンリー・キッシンジャー補

佐官であった。ベトナム戦争佐官であった。ベトナム戦争佐官であった。ベトナム戦争佐官であった。ベトナム戦争

終結に向けて、次なる獲物を終結に向けて、次なる獲物を終結に向けて、次なる獲物を終結に向けて、次なる獲物を

探していたアメリカは、虎の探していたアメリカは、虎の探していたアメリカは、虎の探していたアメリカは、虎の

尾踏んだ田中首相を許さなか尾踏んだ田中首相を許さなか尾踏んだ田中首相を許さなか尾踏んだ田中首相を許さなか

った。ロッキード疑獄である。った。ロッキード疑獄である。った。ロッキード疑獄である。った。ロッキード疑獄である。    

経経経経済を優先させたいこの国済を優先させたいこの国済を優先させたいこの国済を優先させたいこの国

は、アメリカを無条件で受けは、アメリカを無条件で受けは、アメリカを無条件で受けは、アメリカを無条件で受け

入れることで、当時アメリカ入れることで、当時アメリカ入れることで、当時アメリカ入れることで、当時アメリカ

国 

とアメリカ軍の支配下になとアメリカ軍の支配下になとアメリカ軍の支配下になとアメリカ軍の支配下にな

る。いわば日本でありながらる。いわば日本でありながらる。いわば日本でありながらる。いわば日本でありながら

軍事力は、アメリカ軍に所属軍事力は、アメリカ軍に所属軍事力は、アメリカ軍に所属軍事力は、アメリカ軍に所属

する。もちろん自衛隊もそのする。もちろん自衛隊もそのする。もちろん自衛隊もそのする。もちろん自衛隊もその

中にある。その後、在留米軍の中にある。その後、在留米軍の中にある。その後、在留米軍の中にある。その後、在留米軍の

軍事費軍事費軍事費軍事費・・・・生活費を野放しで日生活費を野放しで日生活費を野放しで日生活費を野放しで日

本が負担するように変更され本が負担するように変更され本が負担するように変更され本が負担するように変更され

た。た。た。た。1972197219721972 年年年年5555 月月月月15151515 日の沖縄日の沖縄日の沖縄日の沖縄

返還以降である。この年は、こ返還以降である。この年は、こ返還以降である。この年は、こ返還以降である。この年は、こ

の国にとり大きなターニングの国にとり大きなターニングの国にとり大きなターニングの国にとり大きなターニング

ポイントであった。佐藤栄作ポイントであった。佐藤栄作ポイントであった。佐藤栄作ポイントであった。佐藤栄作

首相が沖縄復帰を実現した後首相が沖縄復帰を実現した後首相が沖縄復帰を実現した後首相が沖縄復帰を実現した後    

てのものであった。すな

わち宗主国が自分の占領

国に求めた同じ思想が根

底にあった。日本に2度

と戦争ができないように

すること。日本の弱体化

であった。 

ひとつの国が自立する

には、３つの大きな柱が

必要である。１つ目は宗

教 
ーヨークのプーヨークのプーヨークのプーヨークのプラザホテルで先ラザホテルで先ラザホテルで先ラザホテルで先

進進進進5555 カ国の財務大臣・中央銀カ国の財務大臣・中央銀カ国の財務大臣・中央銀カ国の財務大臣・中央銀

行総裁が集まり為替レート安行総裁が集まり為替レート安行総裁が集まり為替レート安行総裁が集まり為替レート安

定化の「プラザ合意」であっ定化の「プラザ合意」であっ定化の「プラザ合意」であっ定化の「プラザ合意」であっ

た。ここで日本は円高誘導さた。ここで日本は円高誘導さた。ここで日本は円高誘導さた。ここで日本は円高誘導さ

れる。経済成長に、私たちは満れる。経済成長に、私たちは満れる。経済成長に、私たちは満れる。経済成長に、私たちは満

足していたが、アメリカは、日足していたが、アメリカは、日足していたが、アメリカは、日足していたが、アメリカは、日

本を競争相手と見るようにな本を競争相手と見るようにな本を競争相手と見るようにな本を競争相手と見るようにな

る。日本にバブルがやってくる。日本にバブルがやってくる。日本にバブルがやってくる。日本にバブルがやってく

る。アメリカはものづくりのる。アメリカはものづくりのる。アメリカはものづくりのる。アメリカはものづくりの

シフトを韓国、中国に移し、時シフトを韓国、中国に移し、時シフトを韓国、中国に移し、時シフトを韓国、中国に移し、時    

を同じく日本も中国進出に熱を同じく日本も中国進出に熱を同じく日本も中国進出に熱を同じく日本も中国進出に熱    

くなる。くなる。くなる。くなる。    

そして、グローバルゼーシそして、グローバルゼーシそして、グローバルゼーシそして、グローバルゼーシ

ョンは加速し、日本経済の失ョンは加速し、日本経済の失ョンは加速し、日本経済の失ョンは加速し、日本経済の失

われたわれたわれたわれた30303030年が続いた。甘い餌年が続いた。甘い餌年が続いた。甘い餌年が続いた。甘い餌

をまきながら日本国の解体とをまきながら日本国の解体とをまきながら日本国の解体とをまきながら日本国の解体と

日本人の喪失日本人の喪失日本人の喪失日本人の喪失感を求める相手感を求める相手感を求める相手感を求める相手

はしたたかである。ある意味はしたたかである。ある意味はしたたかである。ある意味はしたたかである。ある意味

彼らは大人、私たちはこども彼らは大人、私たちはこども彼らは大人、私たちはこども彼らは大人、私たちはこども

扱いだ。かつてビデオ戦争で、扱いだ。かつてビデオ戦争で、扱いだ。かつてビデオ戦争で、扱いだ。かつてビデオ戦争で、

ベーベーベーベーターマックスとターマックスとターマックスとターマックスと VHSVHSVHSVHS でソでソでソでソ

ニーグループが惨敗したようニーグループが惨敗したようニーグループが惨敗したようニーグループが惨敗したよう

に今、に今、に今、に今、EVEVEVEVをめぐりテスラ欧米中をめぐりテスラ欧米中をめぐりテスラ欧米中をめぐりテスラ欧米中    

 

グループとトヨタハイブリッグループとトヨタハイブリッグループとトヨタハイブリッグループとトヨタハイブリッ

ド車との攻防は、トヨタの方向ド車との攻防は、トヨタの方向ド車との攻防は、トヨタの方向ド車との攻防は、トヨタの方向

転換を余転換を余転換を余転換を余儀なくされている。儀なくされている。儀なくされている。儀なくされている。    

何よりも怖いのは、78 

年の時間経過。私たちの

日本的な風土に根ざした

考え方が失われようとし

ていること。3世代から4

世代がアメリカの文化や

生活に感化され、本来の 

    

日本的な文化や生活を

失いつつあり、精神性よ

りモノの豊かさを求め、

お金ですべてを解決し

ようとしていることに

ある。かつて、ハワイは

カメハメハ大王を中心

に自主独立の国であっ

た。しかし、今はハワイ

州であり、金でしか働 

 

けない群れとなってし

まった。この国も今の状

態が続けば、いずれ日本

人のアイデンティティ

は失われて、創造力も、

考えることもなくなり、

小さな争いを繰り返し、

考えをまとめたり、生み

出すことが苦手な依存

系の人間ロボットの国 

になってしまうだろう。 

今私たちにできること

は、民主主義国家として、

真の意味でのアメリカか

ら独立すること。この国

はアメリカの西の縁で東

アジアと対峙している。

すなわちアメリカの先端

基地にあたる。危険極ま 

りない。この国にとって 

必要なのは、中国、韓国、

北朝鮮、ロシアの国とも

対等な関係が築ける国家

になることであろう。 

今年、先の大戦の特攻

世代、20 才だった青年は

98才を迎える。15才だっ

た少年で93才になる。彼

らは、今のこの国の現実

を想像できたであろう 

か。家族は、バラバラに切

り離され、誰もがひとり

ぼっちとなり、ひとり旅

立っていく。周りに家族

や地縁血縁の人のいない

状況がそこにある。今か

らでも遅くはない。家族

を、地域を、この国を真の

日本に戻していこうでは 

ありませんか。 加藤政実 

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    

子育て支子育て支子育て支子育て支援援援援 

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 
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TEL 0532TEL 0532TEL 0532TEL 0532----54545454----2666 05322666 05322666 05322666 0532----52525252----4315431543154315    
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困ったら困ったら困ったら困ったらWAC+WAC+WAC+WAC+    
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    

●アイフォン教室○多 

13:30～14:30 


