
 

 

    
 

 

    

 

 
        

 

 

    

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．７０７０７０７０    

2222021021021021 年年年年 7777 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::::大澤大澤大澤大澤、、、、秋月秋月秋月秋月    

「もったいない「もったいない「もったいない「もったいないファミリーファミリーファミリーファミリー」」」」    

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    

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後後後見見見見    

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 

障障障障がいがいがいがい者者者者のみなさんのみなさんのみなさんのみなさんWAWAWAWACCCCファミリーとしてファミリーとしてファミリーとしてファミリーとして仲間仲間仲間仲間にににに参加参加参加参加しませんかしませんかしませんかしませんか!!!!!!!!    

就労継続支援就労継続支援就労継続支援就労継続支援BBBB型利用型利用型利用型利用でででで工賃工賃工賃工賃50505050,,,,000000000000円円円円をめざすをめざすをめざすをめざす！！！！！！！！    

あなたのできるあなたのできるあなたのできるあなたのできる力力力力をををを発揮発揮発揮発揮してみませんかしてみませんかしてみませんかしてみませんか！！！！    

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 

  

一人ひとりが障がいを抱えながらも、ひとりひとりの個性を活か一人ひとりが障がいを抱えながらも、ひとりひとりの個性を活か一人ひとりが障がいを抱えながらも、ひとりひとりの個性を活か一人ひとりが障がいを抱えながらも、ひとりひとりの個性を活か

しながら働く。私たちしながら働く。私たちしながら働く。私たちしながら働く。私たち WACWACWACWAC ワークステーションは働く場を常に創ワークステーションは働く場を常に創ワークステーションは働く場を常に創ワークステーションは働く場を常に創

造していく。多様な働き方を生み出し、多様な生き方を支援して造していく。多様な働き方を生み出し、多様な生き方を支援して造していく。多様な働き方を生み出し、多様な生き方を支援して造していく。多様な働き方を生み出し、多様な生き方を支援して

いく。一つの家族、ファミリーとして、お互いたすけあいながら、いく。一つの家族、ファミリーとして、お互いたすけあいながら、いく。一つの家族、ファミリーとして、お互いたすけあいながら、いく。一つの家族、ファミリーとして、お互いたすけあいながら、

切磋琢磨して自己実現を果たしていく。ファミリーの構成員はメ切磋琢磨して自己実現を果たしていく。ファミリーの構成員はメ切磋琢磨して自己実現を果たしていく。ファミリーの構成員はメ切磋琢磨して自己実現を果たしていく。ファミリーの構成員はメ

ンバーと言われるスタッフと、できないことをンバーと言われるスタッフと、できないことをンバーと言われるスタッフと、できないことをンバーと言われるスタッフと、できないことをサポートサポートサポートサポートしたりマしたりマしたりマしたりマ

ネジメントしていく指導員・支援員と言われネジメントしていく指導員・支援員と言われネジメントしていく指導員・支援員と言われネジメントしていく指導員・支援員と言われるスタッフ。普通のるスタッフ。普通のるスタッフ。普通のるスタッフ。普通の

ビジネスモデルとして、地域に喜ばれる働き手となり、地域になビジネスモデルとして、地域に喜ばれる働き手となり、地域になビジネスモデルとして、地域に喜ばれる働き手となり、地域になビジネスモデルとして、地域に喜ばれる働き手となり、地域にな

くてはならない存在くてはならない存在くてはならない存在くてはならない存在をめざしますをめざしますをめざしますをめざします。。。。    

    

2007 年から農薬を使わない自然栽培の農業を実践

しています。荒れたハウスを開拓した時代から 3 期 15 年

がたちます。ハウスはパパイヤやパッションフルーツ、ハ

ーブ類を栽培。露地では、三河の伝統野菜や季節の野菜を

栽培しています。現在は、20 代の若手と 50 代の WAC 農園

生え抜きのメンバーで構成。新しく豊橋市内に農地を拡大

中で担い手を探しています。今後、果樹や桑の栽培、平飼

いの鶏、やぎの飼育を予定しています。尚、自然食カフェ

や加工場、お弁当づくりに興味のある方も応募ください。 

お家にある衣類やおもちゃ、家具など生活用品

が、住宅の処分の際に、ゴミになり環境負荷をかけて

いることから、2019 年からリユース事業をスタートさ

せました。現在は 1 チーム 6 名構成で作業をしていま

すが、集まった品物は選別され、東南アジアの孤児院

の食事の支援と子どもたちの教育支援に、また、国内

では生活保護家庭に無料で配布する活動に役立ててい

ます。選別業務や地域へのポスティング、回収業務、パソ

コンへの入力業務など興味のある方は是非応募ください。 

日時 ７月３日（土）７日（水） 

会場 WAC ビル 1 階 WAC アグリカフェ内 多目的室 

内容 13：00～14：00 説明会 

14：00～ 個別面談 

※参加者は事前申込みが必要です。 

氏名、年齢、住所、連絡先、障害種別をお知らせください。  

問合せ先 440-0823 愛知県豊橋市南瓦町 14－1 WAC ビル２F 

℡ 0532-52-4315 Fax 0532-56-0702 Mail wac-net@hotmail.co.jp 

農業農業農業農業６次６次６次６次    

ＷＡＣ農園ＷＡＣ農園ＷＡＣ農園ＷＡＣ農園    

リユースリユースリユースリユース    

もったいないファクトリーもったいないファクトリーもったいないファクトリーもったいないファクトリー    

カフェカフェカフェカフェ    農園農園農園農園    加工所加工所加工所加工所    
選別選別選別選別    回収回収回収回収    

オンオンオンオン    

ラインラインラインライン    

                                                RRRRECRUIT 202ECRUIT 202ECRUIT 202ECRUIT 202１１１１     
    

    ひとり取り残さないひとり取り残さないひとり取り残さないひとり取り残さない    

地域社会をつくりたい！！地域社会をつくりたい！！地域社会をつくりたい！！地域社会をつくりたい！！    

愛は国境を超えていく愛は国境を超えていく愛は国境を超えていく愛は国境を超えていく    地域のしあわせ地域のしあわせ地域のしあわせ地域のしあわせ    

世界のしあわせ世界のしあわせ世界のしあわせ世界のしあわせ    みんなのしあわせ！！みんなのしあわせ！！みんなのしあわせ！！みんなのしあわせ！！    

    

WACNET.WACNET.WACNET.WACNET.で働いてみませんか！！で働いてみませんか！！で働いてみませんか！！で働いてみませんか！！    

ミライを創るミライを創るミライを創るミライを創る。。。。    専門職専門職専門職専門職を募集します。を募集します。を募集します。を募集します。    

既成概念にとらわれず、地域社会を変える既成概念にとらわれず、地域社会を変える既成概念にとらわれず、地域社会を変える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か。活動に参加しませんか。活動に参加しませんか。活動に参加しませんか。    

法人説明会（事前予約制）法人説明会（事前予約制）法人説明会（事前予約制）法人説明会（事前予約制）    

開催日 7 月10（土） 7月14日（水） 

説明会 午後 1 時半～3 時 

＜募集スタッフ＞ 

相談支援専門員・相談支援専門員・相談支援専門員・相談支援専門員・看護師看護師看護師看護師・・・・OTOTOTOT・社会福祉士・・社会福祉士・・社会福祉士・・社会福祉士・    

精神保健福祉士・保育士・管理栄養士・調理師精神保健福祉士・保育士・管理栄養士・調理師精神保健福祉士・保育士・管理栄養士・調理師精神保健福祉士・保育士・管理栄養士・調理師    

会 場 WAC アグリカフェ 

事前予約は 0532－52－4315 担当鈴木まで 

 

誰誰誰誰 

WACWACWACWAC    WORK STATIONWORK STATIONWORK STATIONWORK STATION    RECRUITRECRUITRECRUITRECRUIT    WACWACWACWAC    WORK STATIONWORK STATIONWORK STATIONWORK STATION    RECRUITRECRUITRECRUITRECRUIT    WACWACWACWAC    WORK STATIONWORK STATIONWORK STATIONWORK STATION    RECRUITRECRUITRECRUITRECRUIT    

ＷＡＣＷＡＣＷＡＣＷＡＣワークステーションワークステーションワークステーションワークステーション    

業務拡大に付き業務拡大に付き業務拡大に付き業務拡大に付き    

利用者大募集利用者大募集利用者大募集利用者大募集！！！！！！！！ 

ＷＡＣでＷＡＣでＷＡＣでＷＡＣで働く意味働く意味働く意味働く意味    

就労就労就労就労選考会選考会選考会選考会    

WACWACWACWAC    WORK STATIONWORK STATIONWORK STATIONWORK STATION    RECRUIT RECRUIT RECRUIT RECRUIT WACWACWACWAC    WORK STATIONWORK STATIONWORK STATIONWORK STATION    RECRUIT RECRUIT RECRUIT RECRUIT WACWACWACWAC    WORK STATIONWORK STATIONWORK STATIONWORK STATION    RECRUITRECRUITRECRUITRECRUIT    


