
●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 

●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 

●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 

●●●●TOYOHASTOYOHASTOYOHASTOYOHASHHHHI BI BI BI BRUTRUTRUTRUT    

優秀作品展示優秀作品展示優秀作品展示優秀作品展示    

    @@@@豊橋市民文化会館豊橋市民文化会館豊橋市民文化会館豊橋市民文化会館    

    (4/24(4/24(4/24(4/24～～～～4/304/304/304/30))))    

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 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 先負 21 仏滅    22 大安大安大安大安 

 

 

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 昭和の日昭和の日昭和の日昭和の日 

 

 

30 先勝 

    

    

 

        

 

4 
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    

５５５５    

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    

岸田総理が5月のG7広

島サミットを控えた今、電

撃キーウを訪問した。G7

の首脳の中では最後の訪

問者となる。同時期中国習

近平国家主席は仲介役を

プーチン大統領から要望

されロシアを訪問中であ

る。果たして今がその時期

か考えてしまう。ウクライ 

「この国のデモクラシーは「この国のデモクラシーは「この国のデモクラシーは「この国のデモクラシーは

このまこのまこのまこのままでまでまでまで良いのか！」良いのか！」良いのか！」良いのか！」    

    

ナに一番近いドイツと、中

国、ロシアに隣接する日本

とは立場が違う。国民が望

む行動であれば応援した

いが、多様性の世界の中

で、メンツだけが先行する

のはいただけない。他のG

７の国々は、軍事支援を行

ったが、これからおきまり

の経済支援がついてくる。 

ー）とは、人民・民衆が権

力・権威を持ち、それを自

ら行使する政治的な形態・

思想を言い、古代ギリシャ

に由来し、近代では市民革

命によって一般化した政

治原理で、民主国家と呼ば

れている。今世界で曲がり

なりにも、民主国家を詠え

る国はアメリカ合衆国、 

カナダ、西ヨーロッパ諸

国、北ヨーロッパ、日本な

どである。 

VVVVOL.5OL.5OL.5OL.57777    

    コラムコラムコラムコラム    

ぎ社会の発展と潤滑を図る

ことにある。これが、デモ

クラシーのもつ意味であ

る。 

官僚機能は、残念ながら

縦割りで、各部局が、予算

の奪い合いに力を削ぎ、国 

民生活よりも、自分たちの

権力保持に力を注ぐ。議員

は、世襲化しサラリーマン 

私たちの今をつくる戦

後の日本国憲法は昭和 21

年（1946 年）に公布され

た。第1条で「主権の在す

る日本国民の総意で」国家

を統治することになって

いる。これはフランス型 

の「国民主権」で主権者の

代表でたる国会が行政や

司法を支配する一元管理 

●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

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

●エンディングノートの 

作成教室（書き方）○多 

が原則である。しかし実態

は違う。法案の 80％以上

は官僚の書いた内閣提出

法案（閣法）で、国会は、

立法機能を果たしていな

い。裁判所はめったに違憲

判決を出さず、それによっ

て立法が変えられること

もない。日本は、官僚機能

に三権の集中する行政国 

 

家といえる。 

民主主義で大切なこと

は、デモクラシーが機能す

るための、議会における自

由な言論である。自由な討

論によって国策が決定さ

れ、議会によって法律が作

られることにある。帝国憲

法時代には、尾崎行雄、犬

飼 毅、浜田国松、斎藤隆 

夫らの演説・大討論があっ

た。現在の日本国憲法で

は、田中角栄が自ら議員立

法提案者として26件の議

員立法を成立させたが、そ

れ以後その姿は消えてし

まった。原因は、昭和30 

年国会法第78条が「実益

のない制度として削除さ

れ」以来、自由討議の機会 

本来のシステムは、国民

生活には、いろいろな問題

課題があり、代弁者である

各議員が、その問題課題に

対して自由討論の上で、法

案として法律を成立させ、

その運営に当たるのが官 

僚の役目といえる。それ

は、常に変化する社会がそ

こにあり、必要な叡智を注 

は、国会では永遠に失われ

てしまった。今や、議員も

政府も、その発言たるや、

官僚が書いた原稿の棒読

みとなった。「討議」は、

官僚作のシナリオ通りに

演じられるだけ、形式化し

た議長発言までが原稿ど

おりとなってしまってい

る。 

国内では生活困窮者が悲

鳴を上げている。 

明治22年（1889年）公

布の大日本帝国憲法は、

天皇を元首とし国会と官

僚、軍部を直下に置くシ

ステムであった。今でい

う中国の習近平体制に近

い。 

民主主義（デモクラシ 

化して、官僚をコントロー

ルしていくマネジメント

能力を持ち得ていない。さ

らに言えば、弁舌はさわや

かであるが、実行力と判断

力とスピード感そして責

任感に欠ける。もちろん議

員の資質にもよるが‥‥。 

日本の社会は市民革命

を経ないでデモクラシー 

●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 

●トヨハシブリュットトヨハシブリュットトヨハシブリュットトヨハシブリュット    

地域地域地域地域共生きフォーラム共生きフォーラム共生きフォーラム共生きフォーラム        

10:3010:3010:3010:30～～～～15:5015:5015:5015:50    

@@@@豊橋市民文化会館豊橋市民文化会館豊橋市民文化会館豊橋市民文化会館    

リハーサルリハーサルリハーサルリハーサル室室室室    

●みんなの居笑 

絵画クラブ○
み
 

14:00～15:30 

●●●●ギャラリートークギャラリートークギャラリートークギャラリートーク@@@@文化会館文化会館文化会館文化会館    

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    

が生まれた。その結果、一

人ひとりが過去の体制の

中で、権力に依存したいと

言う概念が残ってしまっ

た。これは、きっと、自分

で考えるより依存してい

た方が気持ち良いという

自然な感覚であろう。昔の

庄屋や代官、藩主、幕府が、

今は、政府であり県であり 

 

市町でありそこにいる事

務方官僚であろう。自由

に闊達に意見を交わし、

その中から時代に合わせ

てスピード感を持って政

策を進める考え方が非常

に薄い。 

結論としては、借り物

としてのデモクラシーを

維持して、私たち自身が 

変わっていくか。風土で

培ってきた古来のノウ

ハウを活かし、それを成

熟させていくか。選択す

る時期にきているよう

に想われる。昭和30年国

会法第 78 条を復活させ

て、議員の討論を活発化

してデモクラシーを成

熟させる。市民である国 

民一人一人が自立し責

任と行動を実践するア

ングロサクソン的資質

を身につけるか。今の日

本は、アメリカの属国と

してのポジションをア

メリカによる政策とし

て戦後作られた。かつて

の大日本帝国憲法で元

首「天皇」の立ち位置 

 

 

（天皇を元首とし国会と

官僚、軍部を直下に置く

システム）が、日本国憲法

では、象徴としての天皇

を残しながら元首「アメ

リカ合衆国」であるよう

に思えてならない。そう

考えれば、現在の日本の

姿勢・方向性にもがてん

がいく。   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：：：：吉田吉田吉田吉田    

ＷＡＣＷＡＣＷＡＣＷＡＣ農園農園農園農園    

＆協力隊＆協力隊＆協力隊＆協力隊!!!!!!!!    

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 

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    

〒〒〒〒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    

    

 


