ＷＡＣＮＥＴ.
ＷＡＣＮＥＴ.ＨＰ https
https://www.wacnet.jp/
ＶＯＬ．５７
ＶＯＬ．５７
たすけあい居住支援センターＨＰ https
https://www.wacnet.jp/kyojyu/
://www.wacnet.jp/kyojyu/
ＮＰＯ法人たすけあい
ＮＰＯ法人たすけあい三河ＨＰ
たすけあい三河ＨＰ https
https://www.wacnet.jp/tasukeai/
://www.wacnet.jp/tasukeai/

すべて予約
すべて予約が
予約が必要です
必要です 2020 年 6 月号

新型コロナウイルスの影響により社会、経済がストップしていますが、
今、家族と家で過ごす楽しみも増えていることと思います。

コロナ対策

私ども WACNET.では、
「コロナ対策過ごし方＆SOS」で 3 つの提案をさせていただきます。
その 1 家の中の整理整頓、みんなで協力して家の中を過ごしやすくする運動
その２ もしもの時のワンストップ相談窓口「WAC プラス」の活用方法について
その３ 障がい児、障がい者、認知症の方々を対象としたアーツへ取り組みに参加の方法

過ごし方＆SOS
過ごし方＆SOS

その１

その２
その２

その３
その３

家にいる時間が長くなるこの時期に家族一
緒に家の片付けをして過ごしませんか。

困った時は
困った 時は即
時は 即 ＷＡＣプラスへご相談
ＷＡＣプラスへ ご相談下さ
ご相談 下さ
い！あなたの生活を守ります
あなたの生活を守ります。
守ります。

障がい児、障
障がい児、障がい
児、障がい者、認知症のおばあちゃん
がい者、認知症のおばあちゃんなど
者、認知症のおばあちゃんなど対
など対
象。レッツトライ！
レッツトライ！ご自宅
トライ！ご自宅・
ご自宅・施設からご応募下さい。
施設からご応募下さい。

必要なモノと不要なモノを選別して
私どもが運営するもったいない
もったいないファクトリー
もったいない ファクトリーへ届け
ファクトリー
ます。この不要となったモノたちは、国内では、生活
保護世帯の子どもたちや高齢者に届けられます。海外
へは、ミャンマー、バングラデシュなど東南アジアの
国々へ、モノは商品として再販されその一部は、孤児
院の１食分の食事代に変わり、一部は、貧しい子ども
たちの教育支援に回ります。その結果、家の中は暮ら
しやすくなり、一緒に過ごした時間は、家族の絆を強
くします。
モノを大切に使うという日本人の「もったいないスピ
リット」は今の私たちの時代によみがえります。
持込は本部 WAC ビル
南瓦町 14－1 0532－52－4315 まで

今後長期に渡り今の状況が続くことが予想される
コロナ禍の後遺症。
結果、住む場所が見つからない！仕事がない。食事
に困った。ひとりぼっちになり、周りの支援者がい
ない。このような場合、住む場所から、公的サービ
スの導入（年金、生活保護、障害者手帳、成年後見、
身元保証、自立支援医療）などあらゆる手段を用い
て、貴方を守り、困った人たちを守ります。
Tel0532-52-4315 Fax0532-56-0702
Mail wacwac-net@hotmail.co.jp
コロナＳＯＳ
コロナＳＯＳ相談
ＳＯＳ相談 毎日 9:00～
9:00～21:00
０９０－８５４５－
０９０－８５４５－０１１０
－８５４５－０１１０
オンライン相談
オンライン相談（
相談（ＨＰへ
ＨＰへアクセス）
までご連絡ください！！

※愛知県内の緊急事態宣言が解除されるまで
愛知県内の緊急事態宣言が解除されるまで
もったいないファクトリー店舗
店舗と茶亭
もったいないファクトリー
店舗と茶亭おふくは
と茶亭おふくは休
おふくは休
業させていただきます。

■第 10 回一枚のはがきアートコンテスト
今年で 10 年目。市販のはがき又は同じ大きさで応募作品の点
数の制限はありません。
応募期間 2020 年 5 月 1 日（金）～10 月 31 日（土）
テーマ
「私の好きなたべもの」
選考・発表
2020 年 12 月
2021 年春に作品展を開催致します。
■第 2 回トヨハシブリュットアートコンテスト
今年で 2 年目。国内、海外にむけての障がいのある方向け公募
企画。絵画、陶芸、オブジェなど自由な感性で応募できます。
平面作品は F30 号、立体は 1000m×1000m×1000ｍまで
応募期間 2020 年 7 月 1 日（水）～12 月 21 日（月）
テーマ
①自由作品
②旅の重さ、輝き、ええじゃないか！
選考・発表
2021 年 2 月
2021 年春に作品展を開催致します。
■第 11 回とよはし音楽祭
今年で 11 年目。愛知県発全国に向けた、こころの病を
抱える方を対象とした「チャレンジド・ミュージック・コン
テスト」作詞・作曲・演奏で、作品及び演奏者を募集します。
募集期間 2020 年 8 月 1 日（土）～11 月 30 日（月）
www.wacnet.jp
www.wacnet.jp
選考・発表
2021 年 2 月 6 日 12：00～
豊橋市民文化会館大ホール
※詳しくは HP 又は専用リーフレットをご覧ください。

人気のランチメニュー
日替わりランチ７００円
日替わりランチ７００円

地元でソーシャルビジネスを展開
地元でソーシャルビジネスを展開する
ビジネスを展開するＷＡＣＮＥＴ．
するＷＡＣＮＥＴ．Ｎ
ＰＯ法人
法人福祉住環境地域センターも
ＰＯ
法人福祉住環境地域センターも今年で
福祉住環境地域センターも今年で 21 年目。
年目。福
祉・アート・農業・リユース・ＩＴ分野でニューウェー
ブを起こすため専門職
ブを起こすため専門職職員を募集します。
専門職職員を募集します。地域の社会課
地域の社会課
題・生活課題を解決するクリエイターを求めます！！

(お味噌汁＋コーヒー付)
お味噌汁＋コーヒー付)

＜募集スタッフ＞
＜募集スタッフ＞
サービス管理責任者・相談支援専門員・
責任者・相談支援専門員・看護師
看護師・
サービス管理
責任者・相談支援専門員・
看護師
・
・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

ＯＴ・精神保健福祉士・社会福祉士
ＯＴ・精神保健福祉士・社会福祉士・保育士・
社会福祉士・保育士・
学芸員・
ＩＴ管理者・
学芸員
・ＩＴ管理者
・管理栄養士・調理師

開催日

6/3
6/3（水）
（水）

営業時間 11:00～
（駐車場完備）
11:00～14:30（駐車場完備）
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
豊橋
豊橋市問屋町 14 総合卸センター1
総合卸センター1 階
53232℡0532
-32
-3630 店主 小笠原

会場：ＷＡＣ
会場：ＷＡＣアグリカフェ
：ＷＡＣアグリカフェ
〒440440-0823 豊橋市南瓦町
豊橋市南瓦町 1414-1
TEL 05320532-5252-4315 担当：鈴木
担当：鈴木

午前 10:00～
:00～12:00
午後 13:00～
13:00～15:00

要予約

こどもたち一人一人は天から授かった宝物です
こだわりの木質空間
こだわりの木質空間と
木質空間と安心安全な食材で豊かな感性を育みませんか？
安心安全な食材で豊かな感性を育みませんか？
こんなことで困って
こんなことで困っていませんか
困っていませんか！？
いませんか！？
一人暮らしで、
自宅で急に倒れた時
どうしたらよいのか

アパートを借りよう
としたら保証人が必
要と言われた…
快適な木質空間
快適な木質空間

障がいの息子の
将来を家族に代わり
託したい

親族には迷惑を
かけたくない

たすけあい三河に
たすけあい三河にご相談ください
ご相談ください！
ください！

お問合せ ☎０５３２－５２－４３１５

安心の職員配置
安心の職員配置

こだわりの給食

「働き方改革」私たちは働く女性たちを応援します！
０才児
３６，０００円
１・２才児 ３５，０００円
空きがあれば即利用可！ 園児募集！
保育士
１才児～就学前の児童→病児保育あり
同時
開園時間 月曜～日曜 毎日 7:30～18:30
募集中！
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
伊奈
○

日本の
日本のモノを大切
モノを大切に
する習慣を
運動として、
して、ミャンマーなどアジアの
ミャンマーなどアジアの発展途上国
こどもたちの支援と
支援と日本のセーフティーネットの
日本のセーフティーネットの人々
活用する福祉
仕組みを創
大切にする習慣
習慣を『もったいないをありがとう』運動と
アジアの発展途上国の
発展途上国のこどもたちの
のセーフティーネットの人々に
人々に活用する
する福祉の
福祉の仕組みを
みを創
りました。
。ご家庭でまだ
りました
家庭でまだ使
でまだ使えるけど不要
えるけど不要となった
不要となった。
となった。でも捨
でも捨てるには「
てるには「もったいない」
もったいない」物がありましたら、
がありましたら、WACNET.へお
WACNET.へお持
へお持ち下さい！！
さい！！

取扱い箇所
ＷＡＣＮＥＴ.
ＷＡＣＮＥＴ.のリユース 無料引取いたします！
無料引取いたします！
■もったいない
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）
〇ベビー・キッズ（夏物衣料等）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）
問合せ先 事務局 豊橋市南瓦町 1414-1WAC ﾋﾞﾙ 2F
店 舗 豊橋市瓦町通
豊橋市瓦町通 1 丁目 18

ファクトリー
■WACNET.本部
■茶亭おふく

℡05320532-52-4315
http://www.wacnet.jp/mottainai/
http://www.wacnet.jp/mottainai/
担当:
担当:岩佐

