
     
 

          アールブリュット２０１アールブリュット２０１アールブリュット２０１アールブリュット２０１９９９９トヨハシ期間トヨハシ期間トヨハシ期間トヨハシ期間 2012012012019999 年年年年 4444 月月月月 8888 日（月）～日（月）～日（月）～日（月）～5555 月月月月 7777 日（日（日（日（火火火火））））    

今年で第 8回を迎える「アールブリュット２０１９トヨハシ」が豊橋市美術博物館をメインに約 1か月間開催されます。 

※今年のテーマは「英華発外」「英華発外」「英華発外」「英華発外」（内面の優れた精神や美しさが、人々を感動の渦へ喜びにあふれていく！） 

全国から約 940 通の応募者の中から栄えある 10 作品。昨年の一枚のはがきアートコンテストの特別展示もあります。 

 

 

 

■特別展示 豊橋市美術博物館 第３企画展示室 

4 月 9 日(火)～4/14(日) 9:00～17:00 14 日は 16:00 まで 

■まちなかギャラリー 4 月 8 日(月)～5月 7日(火) 

WAC アグリカフェ  豊橋市南瓦町 14－1WAC ビル 0532－52－4315 

  みんなの居笑     豊橋市向山大池町 3番地１   

 くらサポカフェ   新城市西入船 18－3佐野ビル 0536－23－5550 

※くらサポカフェのみ 4/16～5/2 

      

                 津軽弁ロックシンガー 

          畠山智行がやって来る！ 

 

    

                                            

 

【畠山智行プロフィール】 

青森県出身・津軽弁で歌うロックシンガー。役者でも

あり、俳優業３０年目。映画や舞台・ミュージカルス

テージ等で活躍。 

◎開催日：４月１０日（水） 

◎時 間：１９：００～２０：３０ 

◎参加費：１，５００円（ﾄﾞﾘﾝｸ付） 

◎定 員：４０名（予約制） 

◎会 場：ＷＡＣアグリカフェ  

（豊橋市南瓦町 14-1 WAC ビル 1F） 

      

                 世代を超えたアートと音楽の 

           融合 

           ＷＡＣ合唱団＆ＷＰＢも参加！！ 

ソングリーダー：：：：加藤加藤加藤加藤    雅子雅子雅子雅子    

                    AAAA                                    ゲストオカリナ：鈴木：鈴木：鈴木：鈴木    あきらあきらあきらあきら                            

なつかしの歌謡曲やフォークミュージックをピアノに

合わせてみんなで歌います！！ 

◎開催日：４月２７日（土） 

◎時 間：１３：３０～１５：３０ 

◎参加費：１，０００円 

（ﾄﾞﾘﾝｸ、ﾃﾞｻﾞｰﾄ付） 

     ※歌集は貸し出します 

◎定 員：４０名（予約制） 

◎会 場：ＷＡＣアグリカフェ  

（豊橋市南瓦町 14-1 WAC ビル 1F） 

           

 

 

 

 

 

 

 

A 

●第1回ワークショップ  

◎テーマ:手作りフェルトのコースター＆鍋しき」 

◎日 時:2019年4月15日(月)13:30～15:00 

●第2回ワークショップ 

◎テーマ「ミニ箱庭を作ってみよう！」 

◎日 時:2019年4月29日(月・祝)13:30～15:00 

◎定 員:15名 

◎参加費:1名600円(材料代、資料代、ﾄﾞﾘﾝｸ付) 

◎会 場:みんなの居笑 豊橋市向山大池町 3番地１ 

 

      

               

 

 

 

 

 

◎4/16(火)＠まちなか カリオンビル 4F 小会議室 

◎4/17(水)＠東田   さくらピア 2F 小会議室  

◎4/18(木)＠まちなか カリオンビル 4F 小会議室 

◎4/19(金)＠旭    さくらピア 2F 小会議室 

◎4/27(土)＠向山   WAC ビル 2F 研修室 

◎時 間：14:00～16:00、19:00～21:00 

◎申込先:愛知県指定居住支援法人 

特定非営利活動法人たすけあい三河 

TEL 0532-52-4315 FAX 0532-56-0702 

           

４０代からのエンディング 

ノート！ 

あなたも「終活」の第一歩と 

してエンディングノートを 

書いてみませんか。 

 

◎日 程：毎週火・水・木曜 １０：００～１６：００ 

◎会 場：WAC ｱｸﾞﾘｶﾌｪ ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｼﾞｵ 

◎講座内容：（各１時間） 

     １．『エンディングノートの書き方』 

（毎月第１水曜日） 

     ２．『成年後見制度』について 

（毎月第３水曜日） 

◎受講料：８，０００円（税込） 

各講座代 2,000 円×2 

      WAC ｱｸﾞﾘｶﾌｪｺｰﾋｰﾁｹｯﾄ代 4,000 円 

        

本当の自立とは！本当の自立とは！本当の自立とは！本当の自立とは！    

自立していくプロセスをお伝えします。 

本当に大切な命を輝かせましょう。 

加藤政実の講演＆相談会 

             輝け未来セミナー輝け未来セミナー輝け未来セミナー輝け未来セミナー    

                 

障がい者、高齢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」をいっしょに考え解決していきます。 

◎日 時：４月５日（金） 

セミナー １４：００～１５：３０ 

相談会  １５：３０～１８：００ 

◎会 場：ＷＡＣビル２Ｆ研修室 

◎定 員：２０名 

◎対 象：障がい者、高齢者、生活困窮者、 

外国人、シングルマザーなど 

◎参加費：無料（相談は事前予約制） 

 

 

 

 

 

 

    

「働き方改革」私たちは働く女性たちを応援します！「働き方改革」私たちは働く女性たちを応援します！「働き方改革」私たちは働く女性たちを応援します！「働き方改革」私たちは働く女性たちを応援します！    

a０才児～３才児！病児保育 

個人の所得、利用児童の年齢に 

 関係なく利用料は一律月額 26,000 円 

の負担。空きがあれば即利用可！ 

開園時間 月曜～土曜 毎日 7:30～18:30 

豊橋市瓦町２丁目７７(１号線瓦町旧呉病院)  

○直 61-8101 又は 52-4315 安田、太田 

     

    

こどもも、大人も、こどもも、大人も、こどもも、大人も、こどもも、大人も、    

おじいちゃんも、おばあちゃんも、おじいちゃんも、おばあちゃんも、おじいちゃんも、おばあちゃんも、おじいちゃんも、おばあちゃんも、    

みんなのカフェ、みんなの食堂、みんなのカフェ、みんなの食堂、みんなのカフェ、みんなの食堂、みんなのカフェ、みんなの食堂、    

地域の交流の場、地域の笑顔！地域の交流の場、地域の笑顔！地域の交流の場、地域の笑顔！地域の交流の場、地域の笑顔！    

 

                            

 

    

人気のランチメニュー人気のランチメニュー人気のランチメニュー人気のランチメニュー    

日替わりランチ日替わりランチ日替わりランチ日替わりランチ７００円７００円７００円７００円    

((((お味噌汁＋コーヒー付お味噌汁＋コーヒー付お味噌汁＋コーヒー付お味噌汁＋コーヒー付))))    

                                        

    

    

    

    

    

    

    

営業時間営業時間営業時間営業時間    11:0011:0011:0011:00～～～～11114:304:304:304:30（駐車場完備）（駐車場完備）（駐車場完備）（駐車場完備）    

豊橋豊橋豊橋豊橋総合卸センター１階茶亭おふく総合卸センター１階茶亭おふく総合卸センター１階茶亭おふく総合卸センター１階茶亭おふく    

豊橋市問屋町豊橋市問屋町豊橋市問屋町豊橋市問屋町 11114444 総合卸センター総合卸センター総合卸センター総合卸センター1111 階階階階    

℡℡℡℡0000532532532532----32323232----3630  3630  3630  3630  店主店主店主店主    武田武田武田武田    

  

 

 

 

    

 

ＶＯＬ．ＶＯＬ．ＶＯＬ．ＶＯＬ．４４４４３３３３

2222010101019999 年年年年 4444 月号月号月号月号    
すべてすべてすべてすべて予約予約予約予約がががが必要必要必要必要ですですですです    

・自慢のカレーライス 700 円 

・ブレンドコーヒー  400 円 

・ソフトドリンク   400 円他 

〒441-1384 新城市字西入船18-3 佐野ビル１Ｆ TEL 0536-23-5550 

 

 

 

 

アパートを借りよう

としたら保証人が必

要と言われた… 

親族には迷惑を 

かけたくない 

障がいの息子の 

将来を家族に代わり 

託したい 

一人暮らしで、 

自宅で急に倒れた時 

どうしたらよいのか 

お問合せ ☎☎☎☎０５３２－５２－４３１５０５３２－５２－４３１５０５３２－５２－４３１５０５３２－５２－４３１５    

市民市民市民市民後見センターとよはし後見センターとよはし後見センターとよはし後見センターとよはし／／／／市民後見センターしんしろ市民後見センターしんしろ市民後見センターしんしろ市民後見センターしんしろ    

特定特定特定特定非営利活動法人たすけあい非営利活動法人たすけあい非営利活動法人たすけあい非営利活動法人たすけあい三河三河三河三河 

こんなことでこんなことでこんなことでこんなことで困って困って困って困っていませんかいませんかいませんかいませんか！？！？！？！？    

たすけあい三河たすけあい三河たすけあい三河たすけあい三河ににににご相談ご相談ご相談ご相談くださいくださいくださいください！！！！    

園児 

募集中！ 

    

    

    

日本の日本の日本の日本のモノモノモノモノを大切にするを大切にするを大切にするを大切にするココロココロココロココロがミャンマーがミャンマーがミャンマーがミャンマーなどなどなどなど発展発展発展発展途上国の途上国の途上国の途上国のここここ    

どもたちを応援どもたちを応援どもたちを応援どもたちを応援します。します。します。します。（一（一（一（一社社社社））））もったいないもったいないもったいないもったいない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ジプロジプロジプロジ    

ェクトェクトェクトェクトと、と、と、と、WACNET.WACNET.WACNET.WACNET.がジョイントし新しいがジョイントし新しいがジョイントし新しいがジョイントし新しい福祉の福祉の福祉の福祉のしくみを創ります。しくみを創ります。しくみを創ります。しくみを創ります。    

ご家庭ご家庭ご家庭ご家庭ででででまだ使えるけどまだ使えるけどまだ使えるけどまだ使えるけど不要となった。でも不要となった。でも不要となった。でも不要となった。でも捨てるには「捨てるには「捨てるには「捨てるには「もったいもったいもったいもったい    

ないないないない」物がありましたら、」物がありましたら、」物がありましたら、」物がありましたら、WWWWACNET.ACNET.ACNET.ACNET.へお持ちへお持ちへお持ちへお持ち下さい！！下さい！！下さい！！下さい！！    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先問合せ先問合せ先問合せ先    もったいないファクトリー事務局もったいないファクトリー事務局もったいないファクトリー事務局もったいないファクトリー事務局    豊橋市南瓦町豊橋市南瓦町豊橋市南瓦町豊橋市南瓦町 14141414----1111ＷＡＣビルＷＡＣビルＷＡＣビルＷＡＣビル 2F 2F 2F 2F         

取扱い箇所 

■WAC ｱｸﾞﾘｶﾌｪ 

■WACNET.本部 

■みんなの居笑 

■茶亭おふく 

■くらｻﾎﾟｶﾌｪ 

詳しくは専用リーフレット及び 

http://www.wacnet.jp/mottainai/ 

寄付寄付寄付寄付できるものできるものできるものできるもの    

〇キッチン用品（お鍋＆フライパン等）〇生活雑貨（時計等）〇食器

（新品、中古食器）〇ファッション系（夏物衣料等（冬物 NG））〇ベ

ビー・キッズ（夏物衣料等（冬物 NG））〇キャンプ・フィットネス・ス

ポーツ（テント等）〇工具（工具等）〇楽器・オーディオ（ギター等）、

〇文房具（鉛筆等） 

ご家庭のご家庭のご家庭のご家庭の不用品お預り不用品お預り不用品お預り不用品お預りします！！します！！します！！します！！    

℡0532-52-4315 

担当:稲川、柴田 

    

第８回第８回第８回第８回    

アウトサイダーアウトサイダーアウトサイダーアウトサイダー    

アートアートアートアート    

■アールブリュットギャラリートーク 

■日 時：４月１３日（土） 

     １１：００～ トヨハシブリュット   ナビゲーター 加藤政実 

     １４：００～ 高田誠さんと共に    ナビゲーター 山口文子 

■日 時：４月１４日（日） 

     １１：００～ 名東福祉会の作品から  ナビゲーター 三上政美 

     １４：００～ 希望の園の作品から   ナビゲーター 村林真哉 

■会 場：豊橋市美術博物館 第３企画展示室   ■定 員：各１５名程度 

    

輝け未来輝け未来輝け未来輝け未来    

セミナーセミナーセミナーセミナー    

自立支援 

    

とよはしとよはしとよはしとよはし    

住民住民住民住民    

懇談会懇談会懇談会懇談会    

    

    

ライブライブライブライブ    

スペシャルスペシャルスペシャルスペシャル    

    

市民市民市民市民参加型参加型参加型参加型    

アールブリュットアールブリュットアールブリュットアールブリュット    

ワークショップワークショップワークショップワークショップ    

    

「アートでインテリアグッズ」 

指導 みんなの居笑＆ 

生活介護ViVi所属 山口文子 

 

    

歌歌歌歌カフェカフェカフェカフェ    

スペシャルスペシャルスペシャルスペシャル    

    

エンディングエンディングエンディングエンディング    

ノートのノートのノートのノートの    

作成教室作成教室作成教室作成教室    

年齢性別問わず、どなたでも

参加できます。 

地域地域地域地域でででで困って困って困って困っていること、いること、いること、いること、問題問題問題問題

と考えられると考えられると考えられると考えられること、こと、こと、こと、なんでもなんでもなんでもなんでも

ご意見をご意見をご意見をご意見をお聞かせお聞かせお聞かせお聞かせくださいくださいくださいください    


