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第 10 回を迎えるアールブリュッ
を迎えるアールブリュッ
トトヨハシ(4/
トヨハシ(4/5
(4/5～5/8
5/8)です。
トヨハシブリュットの作品の
展示は
展示はアールブリュット 2021
2021
特別展示では受賞作
特別展示では受賞作品
展示では受賞作品 15 点を
展示します。
乞うご期待！！
乞うご期待！！ 事前予約要

アール
ブリュット
トヨハシ

第 2 回トヨハシブリュット
全作品展
開催日 4/13(火)～4/18(月)
会場 豊橋市民文化会館
第1 展示室
■まちなかギャラリー「アールブリュットとよはしⅠ」
◎開催日：４月５日（月）～５月８日（土）
◎会 場：■ＷＡＣアグリカフェ ギャラリー
豊橋市南瓦町 14-1 TEL 0532-52-4315
■みんなの居笑
豊橋市向山大池町 3 番地 1
■ＷＡＣ＋ 福祉の窓口
豊橋市瓦町通 1 丁目 18 TEL 0532-54-2666

RECRUIT 202１
202１

アールブリュット 2021
2021 特別展示
◎開催日：４
開催日：４月６日（
６日（火）～４
）～４月１１日（日）
１１日（日）
◎時 間：9:00AM～
9:00AM～5:00PM(1
5:00PM(12 日のみ 4:00 まで)
まで)
◎入場料
入場料：無料
◎会 場：豊橋市美術博物館
：豊橋市美術博物館
豊橋市今橋町３－
豊橋市今橋町３－１
３－１（豊橋公園内）
TEL 05320532-5151-2882

愛は国境を超えていく 地域のしあわせ
世界のしあわせ みんなのしあわせ！！
WACNET.で働いてみませんか！！
WACNET.で働いてみませんか！！
専門職を募集します。既成概念にとらわれず、
地域社会を変える活動に参加しません
地域社会を変える活動に参加しませんか。
社会を変える活動に参加しませんか。
常識をぶち破れ︕︕非常識が社会を変える︕
ソーシャル・ビジネスが社会の常識を変える︕

■第１１回とよはし音楽祭
第１１回とよはし音楽祭
◎愛知チャレンジド・ミュージックコンテストコンペティション
コロナ禍、緊急事態宣言発令のため２月６日の予定が５月１日に変
更になりました。昨年の応募者の中からノミネートされた１６作品
（全部門、作詞部門、作曲部門）グランプリ、金賞、など８組が選
出されます。
◎開催日：５月１日（土）会場 11:30 開演 12:30 12:30～15:00
◎会 場：豊橋市民文化会館 大ホール
◎定 員：100 名
◎入場無料

法人説明会（事前予約制）
開催日 3 月17 日（水） 3 月27 日（土） 4 月 3 日（土）
説明会 午後 1 時半～3 時
＜募集スタッフ＞
サービス管理責任者・サービス提供責任者・看護師・
相談支援専門員・ケアマネージャー・OT
相談支援専門員・ケアマネージャー・OT・社会福祉士・
OT・社会福祉士・
精神保健福祉士・保育士・管理栄養士・調理師

■歌カフェスペシャル
■歌カフェスペシャル ―ｱｰﾙﾌﾞﾘｭｯﾄﾐｭｰｼﾞｯｸｲﾍﾞﾝﾄ
ｱｰﾙﾌﾞﾘｭｯﾄﾐｭｰｼﾞｯｸｲﾍﾞﾝﾄ
世代を超えたアートと音楽の融合 WAC 合唱団＆WPB も参加!!
◎開催日：４月２４日（土）13:30～15:30
◎会 場：WAC アグリカフェ 豊橋市南瓦町 14-1
TEL 0532-52-1255
◎定 員：40 名（申込書）
◎入場料：1 名 1,000 円（ドリンク、デザート付）

■第 1 回トヨハシブリュットアートコンテスト表彰式

会 場 WAC アグリカフェ
事前予約は 0532－52－4315 担当鈴木まで

◎開催日：４月６日（火）11:00～
◎会 場：豊橋市美術博物館 第 3 企画展示室

困 ったら WAC+

■トヨハシブリュット トーク＆ライブ
■アールブリュットギャラリートーク
審査員特別賞
◎開催日：４月１０日（土）
11:00～ ﾄﾖﾊｼﾌﾞﾘｭｯﾄ
ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ
14:00～ 希望の園の作品から
ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ
４月１１日（日）
11:00～ 鈴木 勝さんと共に
ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ
14:00～ 名東福祉会の作品から ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ
◎会 場：豊橋市美術博物館 第３企画展示室
◎定 員：各 15 名程度
◎日

輝け未来
セミナー
◎会
◎定
◎対
◎参

加藤政実サン
村林真哉サン
加藤政実サン
三上政美サン

すべて予約
すべて予約が
予約が必要です
必要です 2021 年 4 月号

トヨハシブリュット審査員によるトークショー、対談
障がい者作家、ミュージシャンによるパフォーマンスを
お楽しみ下さい。
「トヨハシブリュットと未来と世界観」
◎開催日：４月１４日（水）13:30～
◎ゲスト：トヨハシブリュット選考委員長 鈴木敏春サン
◎開催日：４月１７日（土）13:30～
◎ゲスト：地元ミュージシャン 弾き語り 磯貝史治サン
※コロナ禍により開催できない場合、Zoom にて開催します。

介護保険

生活困
活困窮者

こども支
も支援

障害福祉

支援

子育て支
て支援

生活保護

成年後
年後見

財産管
産管理

年金

信託・
託・遺言

生活支援

身元保証

相続

葬祭

aa◎開催日：4 月 10 日(土)、4 月 24 日(土)

自立支援
時：4 月 19 日(月)
セミナー １４：００～１５：３０
相談会
１５：３０～１８：００
場：ＷＡＣビル２Ｆ研修室
員：２０名
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
加 費：無料（相談は事前予約制）

歌カフェ

◎時 間：１３：３０～１５：３０
◎定 員：４０名（予約制）12 才以下無料
◎参加費：５００円（ｺｰﾋｰ､ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ付）
※24 日（土）はスペシャルなの
スペシャルなの
で１，０００円
，０００円です。
※歌集は貸し出します
◎会 場：ＷＡＣアグリカフェ

住宅
不動産
旅行

月 曜 日 ～土 曜 日 10:00～19:00
◎日
程：毎週火・水・木曜 10:00～16:00
エンディング
エンディング ◎会
場：WAC ｱｸﾞﾘｶﾌｪ ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｼﾞｵ
ノートの
ノートの
◎講 座 内 容：（各１時間）
作成教室
作成教室
１．『エンディングノートの書き方』
２．『成年後見制度』について
◎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

アイフォン
教室

◎日 程：毎月第 1 第 3 木曜日
◎会 場：WAC ｱｸﾞﾘｶﾌｪ ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｼﾞｵ
◎時 間：１３：３０～１４：３０
◎定
員：１０名
◎対 象：高齢者、65 才以上の市民の方な
ら誰でも参加できます
◎参加費：５００円（コーヒー付）

〒 440-0823 豊 橋 市 瓦 町 通 1 丁 目 18
TEL 0532-54-2666 0532-52-4315
FAX 0532-56-0702
Ｓ Ｏ Ｓ 相 談 TEL 090-8545-0110

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！

とよはし・
とよはし・なごや・おかざき
なごや・おかざき

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
大切にする習慣
する習慣を
習慣を『もったいないをありがとう』運動と
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
アジアの発展途上国の
発展途上国のこどもたちの
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
のセーフティーネットの人々に
人々に活用する
活用する福祉
する福祉の
福祉の仕組みを
仕組みを創
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！！

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！
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）

「もったいない家族
もったいない家族」
家族」
キャラクターデザイン募集
キャラクターデザイン募集中！！
デザイン募集中！！

問合せ先 事務局 豊橋市南瓦町 1414-1WAC ﾋﾞﾙ 2F
デ ポ 豊橋市瓦町通
豊橋市瓦町通 1 丁目 18

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

