
◎ＬＵＮＣＨ◎ＬＵＮＣＨ◎ＬＵＮＣＨ◎ＬＵＮＣＨ    お食事お食事お食事お食事    

・日替わりランチ・・・５００円 

・カレーライス・・・・６００円 

・ハヤシライス・・・・６００円 

●自分史塾○く  

9:30～12:00 

●自分史塾○く  

9:30～12:00 

●自分史塾○く  

9:30～12:00 

●困りごと無料相談会○く  

13:00～17:00(予約要) 

●困りごと無料相談会○く  

13:00～17:00(予約要) 

●自分史塾○く  

9:30～12:00 

●あいち味覚の学校○ア  

13:30～16:00 

●第87回新城 軽トラ市 

のんほいルロット 

ＷＡＣ農園参加 

新城中央通商店街 

9:00～12:30 

●第88回新城 軽トラ市 

のんほいルロット 

ＷＡＣ農園参加 

新城中央通商店街 

9:00～12:30 

●地域たすけあい学習会○く  

13:30～16:00 

●エンディングノート講座 

（成年後見について）○く  

10:00～11:00 

●エンディングノートの 

作成教室○く  

13:00～16:00 

●エンディングノートの 

作成教室○く  

13:00～16:00 

10:30～ 

「楽しいから描く 

   僕 あきらめないから！」 

14:00～ 

「セロテープから生まれた 

   アートデコレーション！」 

豊橋市美術博物館 

10:30～ 

「海・山・街にアート 

ミュージアムを創りたい！」 

14:00～ 

「スケボーとアートがコラボ 

夢と人生を運ぶ！」 

豊橋市美術博物館 

 

2017 

平成２９年 

日ＳＵＮ 月ＭＯＮ 火ＴＵＥ 水ＷＥＤ 木ＴＨＵ 金ＦＲＩ 土ＳＡＴ 

    

 

 

1 

赤口 

 

2 

先勝 

3 

友引 

4 

先負 

5 

仏滅 
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大安大安大安大安    
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赤口 
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先勝 
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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 

こどもも、大人も、おじいちゃんも、おばあちゃんも、こどもも、大人も、おじいちゃんも、おばあちゃんも、こどもも、大人も、おじいちゃんも、おばあちゃんも、こどもも、大人も、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、地域の交流の場、地域の笑顔！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！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！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！    

    

からだにやさしいランチからだにやさしいランチからだにやさしいランチからだにやさしいランチ            ５００円５００円５００円５００円 

お得なランチチケット、コーヒーチケット用意しています！！お得なランチチケット、コーヒーチケット用意しています！！お得なランチチケット、コーヒーチケット用意しています！！お得なランチチケット、コーヒーチケット用意しています！！    

 

火火火火        水水水水        木木木木        金金金金        の営業の営業の営業の営業    

                                    午前１１時～午後２時午前１１時～午後２時午前１１時～午後２時午前１１時～午後２時    

 

７ 

お友だちづくり「友活「友活「友活「友活」」」」    

異世代交流会 

８８８８月月月月１１１１２２２２日日日日（土）（土）（土）（土）14:00～17:00 

ＷＡＣアグリカフェ  

2,000 円（ドリンク・軽食付き） 

参加者参加者参加者参加者募集中！募集中！募集中！募集中！  

誰でも参加できます。 

 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 

異異異異世代世代世代世代交流会交流会交流会交流会    

みんなで歌おう!! 

歌カフェ歌カフェ歌カフェ歌カフェ○く     

13:30～15:30 

500 円(コーヒー付) 

           ８８８８    

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 

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

●エンディングノートの

作成教室○く  

10:00～16:00 

●エンディングノートの

作成教室○く  

10:00～16:00 

●エンディングノート講座

（エンディングノートの書き方）○く  

10:00～11:00 

  

★アールブリュット 

   フォーラム 

aaaaＳＯＳＳＯＳＳＯＳＳＯＳ！！！！            市民による市民による市民による市民による市民のための市民のための市民のための市民のためのワンストップワンストップワンストップワンストップ相談相談相談相談窓口窓口窓口窓口 

困った時はすぐに！困った時はすぐに！困った時はすぐに！困った時はすぐに！    

    

    

    

    

新城新城新城新城市民生活支援センター市民生活支援センター市民生活支援センター市民生活支援センター    〒441-1384 新城市字入船18-3 TEL 0536-23-5550 

●加藤政実の 

 講演＆相談会 

 前向き終活セミナー○く  

14:00～(予約制) 

●加藤政実の 

 講演＆相談会 

 輝け未来セミナー○く  

14:00～16:00(予約制) 

※略※略※略※略記号記号記号記号    

○く くらサポｶﾌｪくらサポｶﾌｪくらサポｶﾌｪくらサポｶﾌｪ    

○ア WACWACWACWAC ｱｸﾞﾘｶﾌｪｱｸﾞﾘｶﾌｪｱｸﾞﾘｶﾌｪｱｸﾞﾘｶﾌｪ    

 

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人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    

ボランティア 

たすけあいネット 

since2000  

新城会員新城会員新城会員新城会員募集中！！募集中！！募集中！！募集中！！    

入会金 5,000 円 

年会費 5,000 円 

会員割引！！特典あり 

詳しくは 0532-52-4315 

事務局 柴田まで 

イベントイベントイベントイベント申込方法申込方法申込方法申込方法    

イベントへの申込みは 

①イベント名 

②お名前 

③住所 

④連絡先 明記の上 

TEL 0536-23-5550 

FAX 0536-23-5550 

小笠原まで 

第6回アウトサイダーアート 

2017豊橋 

特別展示 豊橋市美術博物館 

（6/27～7/2） 

★アールブリュット 

   フォーラム 

介護保険・障がい者支援・ 

子育て支援・生活保護生活保護生活保護生活保護・ 

成年後見成年後見成年後見成年後見・信託・遺言遺言遺言遺言・ 

相続相続相続相続・身元保証身元保証身元保証身元保証・年金・ 

財産管理・見守り・食事管理・ 

住宅・不動産・旅行・葬祭 



 

 
 

           

お母さんと 

未来のお母さん、 

食の感性を磨くための 

あいちあいちあいちあいち味覚の学校味覚の学校味覚の学校味覚の学校    

a 子どもたちの未来のために安心安全な食の知識と感性をいっしょに学びます 

◎日 時：７月２１日（金）13:30～16：00 年 12 回 

◎テ ー マ：「和食の魅力！ 一汁一菜」WAC ｱｸﾞﾘｶﾌｪの仲間たち 

◎会 場：ＷＡＣアグリカフェ（豊橋市南瓦町 14-1 WAC ビル 1F） 

◎費 用：年会費 2,000 円（テキスト代） 

            ※詳しくはリーフレットをご覧ください 

月謝 3,000 円（材料代調理費込）年間 36,000 円（前納） 

  

出会い    ＷＡＣから地域の新しい体験しませんか♪ 

お友だちづくり「友活「友活「友活「友活」」」」 

「異世代交流会」 

 

 

◎日  時    ８８８８月月月月１１１１２２２２日（土）日（土）日（土）日（土）14:00～17:00    

◎会  場  ＷＡＣアグリカフェ 

(豊橋市南瓦町14-1 WAC ﾋﾞﾙ 1F TEL 0532-52-4315） 

◎定  員 ４０名 

◎参 加 費 2,000 円（ドリンク・軽食付き） 

＊2名以上でご参加の方は 500 円割引 

で一人 1,500 円となります。 

参加者参加者参加者参加者募集中！募集中！募集中！募集中！誰でも参加できます 

    

          加藤政実の講演＆相談会 

          「輝け未来セミナー」 

             １００年後のあなたに会うための旅・・・ 

 

働くことは生きるちから

・ ・ ・

！ 生きることには一人一人の生きる意味がある。 

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「働くこと」 

「生きること」をいっしょに考え解決していきます。 

◎日  時 ７月２７日（木）１４：００～１６：００ 

◎会  場 くらサポカフェ 

◎定  員 ２０名 

◎参 加 費 無料（予約制） 

           

                    往年の歌声喫茶を再現往年の歌声喫茶を再現往年の歌声喫茶を再現往年の歌声喫茶を再現！！！！！！！！    

「歌カフェ」「歌カフェ」「歌カフェ」「歌カフェ」 

ＷＡＣでみんなで歌おう!  

              

ソングリーダー：加藤雅子 

◎日 時：７月５日（水）１３：３０～１５：３０ 

◎会  場：くらサポカフェ 

◎定  員：３０名 

◎参 加 費：５００円（コーヒー付）※歌集は貸し出します 

※歌うことで横隔膜を拡げ呼吸器官を強くします。 

 

a 加藤政実の講演＆相談会 

「「「「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」    

                            最後まで元気に生きるピンピンコロリの生き方 

    

    

    

「おひとりさま」 自分の老後は自分で守る！ 

―他人に迷惑をかけない「ひとり」の締め括り方 

人生の終わりに向けて前向きに準備を進め不安を安心に変える方法を学びます。 

◎日   時 ７月１２日（水）１４：００～１６：００ 

◎会 場 くらサポカフェ 

◎定  員 ２０名 

◎参 加 費 無料（予約制） 

 

自分史とエンディングノートを 

自分のペースで作成して 

頂くための自己学習塾自己学習塾自己学習塾自己学習塾です。 

 

◎塾 長  加藤 政実 市民後見センターとよはし代表 

◎日 時 原則 毎月 水曜日 午前９時３０分～１２時 

◎会 場 くらサポカフェ 

◎対 象  原則６５歳以上の方 

◎費 用  １回１０００円（ドリンク付）※会員は５００円 

※別に資料代として１０００円かかります。 

※但し、ＷＡＣＮＥＴ．内のいずれかの団体への参加が条件です。 

          

        困った時はどうしたらいいの？困った時はどうしたらいいの？困った時はどうしたらいいの？困った時はどうしたらいいの？        

       血縁から地縁へ拡がるたすけあいの輪！ 

          新城の市民のみなさんにお伝えします！！ 

 

■第４９回地域たすけあい学習会 

◎日  時 ７月１９日（水）１３：３０～１５：３０ 

◎会 場 くらサポカフェ 

◎定 員 ２０名  

◎参 加 費 無料 

◎テ ーマ Ⅰ 地域に拡がるたすけあいの輪 

      ――何故 今、たすけあい活動が地域に必要なのか考えてみましょう 

      Ⅱ 地域たすけあい体験ゲーム 

      ――実際にカードを使いたすけあい活動を体験しましょう 

 

あなたも「終活」「終活」「終活」「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 時 第 1・3火・木曜 １０：００～１６：００ 

◎会 場 くらサポカフェ 

◎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木曜日） 

      ２．『成年後見制度』について   （毎月第３木曜日） 

◎受 講 料 ７，０００円（税込） 各講座代 ２，０００円×２ 

      くらサポカフェコーヒーチケット代 ３，０００円 

      （コーヒー３００円×１１枚） 

 安全な食材・安心な加工品！料理はオーガニックにこだわります！オーガニック度 90％、有機栽培米から加工品、調味料まで徹底的にこだわります。 

ＷＡＣ農園産有機栽培の２０種類以上の旬の野菜を使用したオーガニックランチをお楽しみください。 

水素水水素水水素水水素水    

健康健康健康健康講座講座講座講座    

健康健康健康健康ヨーガヨーガヨーガヨーガ    

教室教室教室教室    

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    

ＶＯＬ．ＶＯＬ．ＶＯＬ．ＶＯＬ．２２２２    

2017201720172017 年年年年 7777 月号月号月号月号    

    

新城新城新城新城版版版版    

ニュース
-su 

    

前向き前向き前向き前向き    

終終終終活活活活    

セミナーセミナーセミナーセミナー    

    自分史自分史自分史自分史塾塾塾塾    

    

地域地域地域地域    

たすけあいたすけあいたすけあいたすけあい    

学習会学習会学習会学習会    

    

エンディングエンディングエンディングエンディング    

ノートノートノートノートのののの    

作成教室作成教室作成教室作成教室    

    

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    

    歌歌歌歌カフェカフェカフェカフェ    

ＷＡＣアグリカフェ 〒440-0823 豊橋市南瓦町 14-1（瓦町交差点すぐ）ＷＡＣビル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 ※アルミボトル1000円／本初回のみ必要となります！ 

    

異世代異世代異世代異世代    

交流会交流会交流会交流会    

異異異異世代世代世代世代交流会交流会交流会交流会    

    

あいちあいちあいちあいち    

味覚の味覚の味覚の味覚の    

学校学校学校学校    

平成平成平成平成 29292929 年年年年 7777 月月月月開講開講開講開講    平成平成平成平成 29292929 年度参加者募集中年度参加者募集中年度参加者募集中年度参加者募集中！！！！    


