
 

 

    
 

 

    

 

 
        

 

 

    

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．６９６９６９６９    

2222021021021021 年年年年 6666 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    

「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中！！デザイン募集中！！デザイン募集中！！デザイン募集中！！    

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    

    

審査員特別賞審査員特別賞審査員特別賞審査員特別賞    

困ったら困ったら困ったら困ったら WAC+WAC+WAC+WAC+    

    

    

    

    

    

        月 曜 日 ～土 曜 日月 曜 日 ～土 曜 日月 曜 日 ～土 曜 日月 曜 日 ～土 曜 日     10 :0010 :0010 :0010 :00～～～～19:0019:0019:0019:00    

〒〒〒〒 440440440440---- 0823 0823 0823 0823 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    

TEL 0532TEL 0532TEL 0532TEL 0532----54545454 ----2666 05322666 05322666 05322666 0532----52525252---- 4315431543154315    

FAX 0532FAX 0532FAX 0532FAX 0532----56565656 ----0702070207020702    

ＳＯＳ相談ＳＯＳ相談ＳＯＳ相談ＳＯＳ相談     TEL 090TEL 090TEL 090TEL 090----8545854585458545----0110011001100110    

    

介護保険介護保険介護保険介護保険    

障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉 

生活生活生活生活困窮者困窮者困窮者困窮者    

支援支援支援支援 

こどもこどもこどもこども支援支援支援支援    

子育て子育て子育て子育て支援支援支援支援 

生活保護生活保護生活保護生活保護    

年金年金年金年金    

身元保証身元保証身元保証身元保証    

成年成年成年成年後見後見後見後見    

信託信託信託信託・遺言・遺言・遺言・遺言    

相続相続相続相続    

財産財産財産財産管理管理管理管理    

生活支援生活支援生活支援生活支援    

葬祭葬祭葬祭葬祭 

History 
2011 年 3 月 11 日東日本大震災が発生 

同時に福島原発事故 

くりかえし、くりかえし TV で流される震災の様子 

大津波が街を飲み込み一瞬の内に姿を変える 

自然に対する畏敬の念と人間の無力感 

 

私たちの活動の中で何かできることはないかと 

模索が始まる 

当時、芸術に対する試みを始めて 6 年 

試行錯誤する中で豊橋発   

芸術で地域を変えていこう！！ 

ミュージカル「ええじゃないかミュージカル「ええじゃないかミュージカル「ええじゃないかミュージカル「ええじゃないか 2020202020202020」」」」構想が 2011 年 

10 月決定する。 

 

何故、「ええじゃないか」なの？ 

幕末、農民の解放運動は、現在のポジションに置き換え

ると「障がい者」 

障がい者に置き換えストーリーを考える 

その後、2014 年豊橋市は第 60 回豊橋まつりから名称を

豊橋まつりええじゃないかとする。 

 

試練はどこにでもある 2020 年を目標とするが、 

新型コロナに遭遇する 

資金が集まらない キャストが揃わない スタッフが揃わ

ない  

毎年のように募集を繰り返すが 結果はみごとに外れる 

 

でも良いこともある チャレンジドミュージックコンテストの

中から 

無名の演奏家やシンガーソングライターとの出会い  

トヨハシブリュットから無名の舞台アートのたまごたちとの

出会い 

 

やっと待っていた時が来た  

統合された障がい者アート ミュージカルが地域を変え、

世界をつなぐ  

音楽・アート芸術は世界の共通言語「ええじゃないか「ええじゃないか「ええじゃないか「ええじゃないか        

ええじゃないかええじゃないかええじゃないかええじゃないか    2025202520252025    ミライへ」ミライへ」ミライへ」ミライへ」 

共生社会への入口 みんなで力を合わせて創りあげてい

きましょう！！ 

募集要項 
■キャスト 6 月 1 日（⽕）〜8 月 10 日（⽕） 

ー履歴書 経歴書 手帳（主治医診断書） 

ー課題レポート（できることのパフォーマンス動画） 

ー条件 歌える、踊れること 週 2 回程度（10 時間） 
練習に参加出来ること 

ー対象 障がい者、及び生活困窮者、社会的ハンディを 
抱える方 

■プロボノ活動 

各分野の専門家か、職業上持っている知識スキルや経験を
活かして社会貢献するボランティア活動協⼒できる個⼈法⼈
は m.kato@wacnet.jp までお問合せ下さい。 

住宅住宅住宅住宅    

不動産不動産不動産不動産    

旅行旅行旅行旅行 

Schedule 
ミュージカル「ええじゃないか︕ええじゃないか︕未来へ」が 
動き出す 
２０２２年春から夏       初演豊橋 ３幕６場 

２０２２年秋から冬       全国公演 東京・福岡・沖縄 

２０２３年夏    a 海外初公演 
ニューヨーク（予定）４幕８場 

２０２4 年冬〜春       国内凱旋公演 豊橋４幕８場 

■オーディション 

日時 2021 年 8 月 28 日（土） 1 時〜5 時 
会場 WAC ビル 

■募集⼈員 
  20 名 

■連絡先    https://www.wacnet.jp 
https;//www.barrinavi.jp 

  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  wac-net@hotmail.co.jp 
  TEL      0532-52-4315 
          ええじゃないかは抑圧されても 抑圧されてもへこたれない⺠衆

のエネルギーの爆発。まつりが大爆発 地域から日本全国を巻
き込む 

１幕 幕末 農⺠群衆⇒  
   令和こころの病引きこもりフリーター生活困窮者 

２幕 牟呂⼋幡お札伊勢神宮⇒ 
   1日4時間労働⼈生生活仕事役割倫理観ツーリズム 

３幕 明治維新⺠衆主義企業優先⇒ 
           新しい価値観市⺠主義地域主権共生社会 

４幕     ポスト資本主義⇒ 
   ⼈間ひとりひとりの意識改⾰ ⼈間らしさ 

ええじゃないかええじゃないかええじゃないかええじゃないかＥＥＪＹＡＮＥＥＪＹＡＮＥＥＪＹＡＮＥＥＪＹＡＮＡＡＡＡＩＫＡＩＫＡＩＫＡＩＫＡ    ＰＲＯＪＥＣＴＰＲＯＪＥＣＴＰＲＯＪＥＣＴＰＲＯＪＥＣＴ    

スタッフスタッフスタッフスタッフ    プロボノプロボノプロボノプロボノ    キャストキャストキャストキャスト    大募集大募集大募集大募集します！    

８８８８月２８日（土）はオーディションの日月２８日（土）はオーディションの日月２８日（土）はオーディションの日月２８日（土）はオーディションの日    


