
 

 

    
 

 

    

 

    

こどもたち一人一人は天から授かった宝物ですこどもたち一人一人は天から授かった宝物ですこどもたち一人一人は天から授かった宝物ですこどもたち一人一人は天から授かった宝物です    

    こだわりのこだわりのこだわりのこだわりの木質空間木質空間木質空間木質空間とととと安心安全な食材安心安全な食材安心安全な食材安心安全な食材で豊かな感性を育みませんか？で豊かな感性を育みませんか？で豊かな感性を育みませんか？で豊かな感性を育みませんか？    

 

 

 

 

    

        

「「「「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！    

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！ 

１才児～就学前の児童→病児保育あり 

開園時間 月曜～日曜 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 伊奈    

 

ＶＯＬ．ＶＯＬ．ＶＯＬ．ＶＯＬ．６４６４６４６４    

2222021021021021 年年年年 3333 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    

ＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴ....ＨＰＨＰＨＰＨＰ    httphttphttphttpssss://www.wacnet.jp/://www.wacnet.jp/://www.wacnet.jp/://www.wacnet.jp/    

たすけあい居住支援センターＨＰたすけあい居住支援センターＨＰたすけあい居住支援センターＨＰたすけあい居住支援センターＨＰ        httphttphttphttpssss://www.wacnet.jp/kyojyu://www.wacnet.jp/kyojyu://www.wacnet.jp/kyojyu://www.wacnet.jp/kyojyu////    

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人たすけあいたすけあいたすけあいたすけあい三河ＨＰ三河ＨＰ三河ＨＰ三河ＨＰ    httphttphttphttpssss://www.wacnet.://www.wacnet.://www.wacnet.://www.wacnet.jp/tasukeai/jp/tasukeai/jp/tasukeai/jp/tasukeai/    

 

 

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

 

 

 

 

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 

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！！！！    

保育士 

同時 

 募集中！ 

快適な木質快適な木質快適な木質快適な木質空間空間空間空間    安心の職員安心の職員安心の職員安心の職員配置配置配置配置    こだわりの給食こだわりの給食こだわりの給食こだわりの給食    

日本日本日本日本ののののモノをモノをモノをモノを大切大切大切大切ににににするするするする習慣習慣習慣習慣をををを『『『『もったいないをありがとう』もったいないをありがとう』もったいないをありがとう』もったいないをありがとう』運動運動運動運動ととととしてしてしてして、、、、ミャンマーなどミャンマーなどミャンマーなどミャンマーなどアジアのアジアのアジアのアジアの発展途上国発展途上国発展途上国発展途上国ののののこどもたちこどもたちこどもたちこどもたちのののの支援支援支援支援とととと日本日本日本日本のセーフティーネットののセーフティーネットののセーフティーネットののセーフティーネットの人々人々人々人々 にににに活用活用活用活用するするするする福祉福祉福祉福祉のののの仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを創創創創
りましたりましたりましたりました。。。。ごごごご家庭家庭家庭家庭でまだでまだでまだでまだ使使使使えるけどえるけどえるけどえるけど不要不要不要不要となったとなったとなったとなった。。。。でもでもでもでも捨捨捨捨てるにはてるにはてるにはてるには「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」物物物物がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら、、、、WACNET.WACNET.WACNET.WACNET.へおへおへおへお持持持持ちちちち下下下下さいさいさいさい！！！！！！！！    

 

 

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） 

ＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴ....のリユースのリユースのリユースのリユース    無料引取いたします無料引取いたします無料引取いたします無料引取いたします！！！！    

問合せ先問合せ先問合せ先問合せ先    事務局事務局事務局事務局    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----1111WACWACWACWAC ﾋﾞﾙﾋﾞﾙﾋﾞﾙﾋﾞﾙ 2F2F2F2F    

                    デデデデ    ポポポポ    豊橋市豊橋市豊橋市豊橋市瓦町通瓦町通瓦町通瓦町通 1111 丁目丁目丁目丁目 18181818    
httphttphttphttpssss:::://www.wacnet.jp/mottainai///www.wacnet.jp/mottainai///www.wacnet.jp/mottainai///www.wacnet.jp/mottainai/    

℡℡℡℡0532053205320532----55552222----4315431543154315    

担当担当担当担当::::岩佐岩佐岩佐岩佐    

取扱い箇所 

■もったいない 

 ファクトリー 

■WACNET.本部 

■茶亭おふく 

「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない家族家族家族家族」」」」    

キャラクターキャラクターキャラクターキャラクターデザイン募集デザイン募集デザイン募集デザイン募集中！！中！！中！！中！！    

    

今回の応募作品今回の応募作品今回の応募作品今回の応募作品    139139139139 点点点点    

国内国内国内国内    118118118118 点点点点    

海外海外海外海外        21212121 点点点点    

    

展覧会展覧会展覧会展覧会    「第「第「第「第 10101010 回アウトサイダ回アウトサイダ回アウトサイダ回アウトサイダ

ーアートーアートーアートーアート 2021202120212021 豊橋」豊橋」豊橋」豊橋」    

4444 月月月月 6666 日日日日((((火火火火))))～～～～4444 月月月月 11111111 日日日日((((日日日日))))    

豊橋美術博物館第豊橋美術博物館第豊橋美術博物館第豊橋美術博物館第 3333 展示室展示室展示室展示室    

入賞作品上位入賞作品上位入賞作品上位入賞作品上位 12121212 作品展示作品展示作品展示作品展示    

    

展覧会展覧会展覧会展覧会    「第「第「第「第 2222 回回回回トヨハシブリュトヨハシブリュトヨハシブリュトヨハシブリュ

ットアートコンテスト」ットアートコンテスト」ットアートコンテスト」ットアートコンテスト」    

4444 月月月月 13131313 日日日日((((火火火火))))～～～～4444 月月月月 18181818 日日日日((((日日日日))))    

豊橋市民文化会館第豊橋市民文化会館第豊橋市民文化会館第豊橋市民文化会館第 1111 展示室展示室展示室展示室    

全応募作品展示全応募作品展示全応募作品展示全応募作品展示    

    

第第第第 3333 回トヨハシブリュットアー回トヨハシブリュットアー回トヨハシブリュットアー回トヨハシブリュットアー

トコンテスト募集開始！！トコンテスト募集開始！！トコンテスト募集開始！！トコンテスト募集開始！！    

2021202120212021 年年年年 4444 月月月月 1111 日発表日発表日発表日発表        

受付開始受付開始受付開始受付開始 6666 月月月月 1111 日日日日    

    

とよはしとよはしとよはしとよはし・・・・なごや・なごや・なごや・なごや・おかざきおかざきおかざきおかざき    

高木右京高木右京高木右京高木右京((((愛知県愛知県愛知県愛知県田原田原田原田原市市市市))))    

「「「「くらげくらげくらげくらげ」」」」    

（（（（P10P10P10P10、水彩）、水彩）、水彩）、水彩）    

小寺良和小寺良和小寺良和小寺良和((((愛知県名古屋愛知県名古屋愛知県名古屋愛知県名古屋市市市市))))    

「「「「杜杜杜杜」」」」    

（陶器）（陶器）（陶器）（陶器）    

SSSSteve Murison(teve Murison(teve Murison(teve Murison(イギリス・スコットランドイギリス・スコットランドイギリス・スコットランドイギリス・スコットランド))))    

「「「「WWWWE SHALL NOW ALL ENTER THE PYRAMID OF SLYMEE SHALL NOW ALL ENTER THE PYRAMID OF SLYMEE SHALL NOW ALL ENTER THE PYRAMID OF SLYMEE SHALL NOW ALL ENTER THE PYRAMID OF SLYME」」」」    

（（（（F4F4F4F4、ミックスドメディア）、ミックスドメディア）、ミックスドメディア）、ミックスドメディア）    

小泉歩小泉歩小泉歩小泉歩((((北海道二海郡北海道二海郡北海道二海郡北海道二海郡))))    

「「「「夢の演者夢の演者夢の演者夢の演者」」」」    

（（（（F6F6F6F6、アクリグガッシュ）、アクリグガッシュ）、アクリグガッシュ）、アクリグガッシュ）    

市長市長市長市長賞賞賞賞    Shizuka(Shizuka(Shizuka(Shizuka(愛知県愛知県愛知県愛知県豊橋市豊橋市豊橋市豊橋市))))    

「「「「無題無題無題無題」」」」    

（（（（PPPP10101010、、、、マーカー・ボールペン）マーカー・ボールペン）マーカー・ボールペン）マーカー・ボールペン）    

カミジョウミカカミジョウミカカミジョウミカカミジョウミカ((((長野長野長野長野県県県県安雲野安雲野安雲野安雲野市市市市))))    

「「「「ムラムラアリにくっつくダニな奴らムラムラアリにくっつくダニな奴らムラムラアリにくっつくダニな奴らムラムラアリにくっつくダニな奴ら」」」」    

（（（（F15F15F15F15、紙皿・アクリルガッシュ）、紙皿・アクリルガッシュ）、紙皿・アクリルガッシュ）、紙皿・アクリルガッシュ）    

    

第第第第2222回回回回    

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        

アートアートアートアートコンテストコンテストコンテストコンテスト    

誌上公開誌上公開誌上公開誌上公開    

岩本愛岩本愛岩本愛岩本愛((((三重県松阪市三重県松阪市三重県松阪市三重県松阪市))))    

「「「「色奏でる色奏でる色奏でる色奏でる」」」」    

（（（（F20F20F20F20、ミックスドメディア）、ミックスドメディア）、ミックスドメディア）、ミックスドメディア）    

玉川宗則玉川宗則玉川宗則玉川宗則((((東京都立川市東京都立川市東京都立川市東京都立川市))))    

「「「「きょうもすこしかんがえたきょうもすこしかんがえたきょうもすこしかんがえたきょうもすこしかんがえた」」」」    

（（（（F30F30F30F30、アクリルオイルパステル）、アクリルオイルパステル）、アクリルオイルパステル）、アクリルオイルパステル）    

荒木麻奈荒木麻奈荒木麻奈荒木麻奈((((愛知県一宮市愛知県一宮市愛知県一宮市愛知県一宮市))))    

「「「「深海のなかまたち深海のなかまたち深海のなかまたち深海のなかまたち」」」」    

（（（（F30F30F30F30、アクリル・油性ペン）、アクリル・油性ペン）、アクリル・油性ペン）、アクリル・油性ペン）    

知事賞知事賞知事賞知事賞    大森航大大森航大大森航大大森航大((((青森県三沢市青森県三沢市青森県三沢市青森県三沢市))))    

「「「「ほほえむニワトリほほえむニワトリほほえむニワトリほほえむニワトリ」」」」    

（（（（P10P10P10P10、ペン・アクリル）、ペン・アクリル）、ペン・アクリル）、ペン・アクリル）    

副知事賞副知事賞副知事賞副知事賞    近藤丈太郎近藤丈太郎近藤丈太郎近藤丈太郎((((愛知県豊橋市愛知県豊橋市愛知県豊橋市愛知県豊橋市))))    

「「「「向日葵と顔向日葵と顔向日葵と顔向日葵と顔」」」」    

（（（（P20P20P20P20、ボールペン・ケント紙）、ボールペン・ケント紙）、ボールペン・ケント紙）、ボールペン・ケント紙）    

伊賀伊賀伊賀伊賀敢男留敢男留敢男留敢男留((((東京都府中東京都府中東京都府中東京都府中市市市市))))    

「「「「壁壁壁壁::::語りかけてくる色語りかけてくる色語りかけてくる色語りかけてくる色」」」」    

（（（（F30F30F30F30、アクリル・オイルパステル）、アクリル・オイルパステル）、アクリル・オイルパステル）、アクリル・オイルパステル）    

    

海外からの海外からの海外からの海外からの    

応募作品から応募作品から応募作品から応募作品から    

    YiYiYiYi----Chi Huang “Chi Huang “Chi Huang “Chi Huang “黃意琪黃意琪黃意琪黃意琪””””((((台湾台湾台湾台湾))))    

「「「「Flower and HeartFlower and HeartFlower and HeartFlower and Heart」」」」    

    Cynthia AndersonCynthia AndersonCynthia AndersonCynthia Anderson((((ｽｳｪｰﾃﾞﾝ･ｽﾄｯｸﾎﾙﾑｽｳｪｰﾃﾞﾝ･ｽﾄｯｸﾎﾙﾑｽｳｪｰﾃﾞﾝ･ｽﾄｯｸﾎﾙﾑｽｳｪｰﾃﾞﾝ･ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ))))    

「「「「FriendshipFriendshipFriendshipFriendship」」」」    

    Keith OshiroKeith OshiroKeith OshiroKeith Oshiro((((ｱﾒﾘｶ･ﾊﾜｲｱﾒﾘｶ･ﾊﾜｲｱﾒﾘｶ･ﾊﾜｲｱﾒﾘｶ･ﾊﾜｲ))))    

「「「「His MHis MHis MHis Maaaajestyjestyjestyjesty」」」」    

    Alan MclntyreAlan MclntyreAlan MclntyreAlan Mclntyre((((ｲｷﾞﾘｽ･ｽｺｯﾗﾝﾄﾞｲｷﾞﾘｽ･ｽｺｯﾗﾝﾄﾞｲｷﾞﾘｽ･ｽｺｯﾗﾝﾄﾞｲｷﾞﾘｽ･ｽｺｯﾗﾝﾄﾞ))))    

「「「「JJJJourney to the Moonourney to the Moonourney to the Moonourney to the Moon」」」」        

第２回トヨハシブリュットアートコンテスト第２回トヨハシブリュットアートコンテスト第２回トヨハシブリュットアートコンテスト第２回トヨハシブリュットアートコンテスト誌上誌上誌上誌上公開公開公開公開    

素晴らしい作品が国内外から届きました素晴らしい作品が国内外から届きました素晴らしい作品が国内外から届きました素晴らしい作品が国内外から届きました!!!!!!!!    

金金金金    銀銀銀銀 銅銅銅銅    

特別賞特別賞特別賞特別賞    

デーリー東北デーリー東北デーリー東北デーリー東北 2222 月月月月 9999 日（火）に掲載されました日（火）に掲載されました日（火）に掲載されました日（火）に掲載されました!!!!!!!!    

        YiYiYiYi----LingLingLingLing    Hung “Hung “Hung “Hung “洪依伶洪依伶洪依伶洪依伶””””((((台湾台湾台湾台湾))))    

「「「「Gaze from my RightGaze from my RightGaze from my RightGaze from my Right」」」」    

    Dreaming little angelDreaming little angelDreaming little angelDreaming little angel    ((((台湾台湾台湾台湾))))    

「「「「What numbers do you see?What numbers do you see?What numbers do you see?What numbers do you see?」」」」    

    Marko ReimanMarko ReimanMarko ReimanMarko Reiman((((ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ････ﾎﾟﾙﾎﾞｰﾎﾟﾙﾎﾞｰﾎﾟﾙﾎﾞｰﾎﾟﾙﾎﾞｰ))))    

「「「「無題無題無題無題」」」」    

    Sirpa Sirpa Sirpa Sirpa Airas(Airas(Airas(Airas(ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ･ｻｳﾞｫﾝﾘﾝﾅﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ･ｻｳﾞｫﾝﾘﾝﾅﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ･ｻｳﾞｫﾝﾘﾝﾅﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ･ｻｳﾞｫﾝﾘﾝﾅ))))    

「「「「PensionerPensionerPensionerPensioner」」」」    

アートから共生社会実現に

向けてトライする「「「「WACWACWACWAC    ART ART ART ART 

PROJECTPROJECTPROJECTPROJECT」」」」。昨年は、コロナ

禍の中、海外へのプロモー

ションを開始しました。国

内外から多くの作品が届き

ました。4 月に 2 回にわた

り展覧会を予定していま

す。多くの市民の皆様の来

場を期待しています。 

    
審査員特別賞審査員特別賞審査員特別賞審査員特別賞    


