
 

 

    
 

    

 

 

◎日 時：9月13日(月) 

セミナー 14：00～15：30 

相談会  15：30～18：00 

◎会 場：ＷＡＣビル２Ｆ研修室 

◎定 員：２０名 

◎対 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 

◎参 加 費：無料（相談は事前予約制） 

     aa◎開催日：9月 11 日(土)、9月 25 日(土) 

◎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） 

          ※歌集は貸し出します 

◎会 場：ＷＡＣアグリカフェ 

 

◎日 時：毎週土曜日 

①10：00～12：00  ②14：00～16：00 

◎会  場：みんなの居笑（いえ） 

豊橋市向山大池町3番地1 

◎対  象：障がい児・障がい者 

◎定  員：１０名 

◎参 加 費：入会金１，０００円  

月 2回 3,000 円 月 4回 5,000 円    

 

◎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 

aa◎参加費：５００円（コーヒー付）    

    

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．７２７２７２７２    

2222021021021021 年年年年 9999 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.j//www.wacnet.j//www.wacnet.j//www.wacnet.jp/mottainai/p/mottainai/p/mottainai/p/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！！    

とよとよとよとよはしはしはしはし・・・・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    

基本理念 地 域 の し あ わ せ カ ン パ ニ ー を め ざ す 「 み ん な の し あ わ せ 」 １．メンバー、スタッフ、その家族みんなのしあわせを実現する。 

２．障がいがあっても、なくても、高齢者、子どもたち、病気の方、生活困難な方、すべての人の地域社会での場をつくり、ささえあい、自立を進める。自立支援の場、ささえあいの場をつくる。 

３．地域社会の生活課題・社会課題・問題を発見し解決する。  ４．地域社会をしあわせにし、活性化させる。 

 

 

誰誰誰誰 

   

ひとりひとりはひとりひとりはひとりひとりはひとりひとりは大切な人大切な人大切な人大切な人    大切な大切な大切な大切な生命生命生命生命        

人は人は人は人はひとりでは生きられないひとりでは生きられないひとりでは生きられないひとりでは生きられない    

    

自分のできない自分のできない自分のできない自分のできないことはことはことはことは    人に人に人に人に助けを助けを助けを助けを求めても良い求めても良い求めても良い求めても良い    

    

悩むことは悩むことは悩むことは悩むことは    成長へのあかし成長へのあかし成長へのあかし成長へのあかし    あなたに届いてあなたに届いてあなたに届いてあなたに届いて欲しい欲しい欲しい欲しい    

私たちからの私たちからの私たちからの私たちからのココロココロココロココロのののの波動波動波動波動…………    

自らの自らの自らの自らの成長は成長は成長は成長は    今の壁を乗り越えること今の壁を乗り越えること今の壁を乗り越えること今の壁を乗り越えること    

乗り越える乗り越える乗り越える乗り越えることであなたはことであなたはことであなたはことであなたは成長していく成長していく成長していく成長していく    

乗り越える乗り越える乗り越える乗り越えることでさらに成長を続けていくことでさらに成長を続けていくことでさらに成長を続けていくことでさらに成長を続けていく    

    

今はその勇気が必要な時今はその勇気が必要な時今はその勇気が必要な時今はその勇気が必要な時    声を出してください声を出してください声を出してください声を出してください    

私たちは私たちは私たちは私たちは待っています！待っています！待っています！待っています！    

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---- 0820820820824444    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 2666 2666 2666 FAX 0532FAX 0532FAX 0532FAX 0532 ----56565656----0702070207020702         

緊急緊急緊急緊急専門職スタッフ募集専門職スタッフ募集専門職スタッフ募集専門職スタッフ募集    

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 9 月4（土） 9月8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    

    

輝け未来輝け未来輝け未来輝け未来    

セミナーセミナーセミナーセミナー    

自立支援 

    歌カフェ歌カフェ歌カフェ歌カフェ    

    

みんなの居笑みんなの居笑みんなの居笑みんなの居笑    

絵画絵画絵画絵画クラブクラブクラブクラブ    

    

アイフォンアイフォンアイフォンアイフォン    

教室教室教室教室    

人生は順風満帆ではない  

生まれてこなければ良かった 

何故、私だけがと・・・考え込むこともある  

ちょっとしたトラブルは、 

大きなアクシデントの発端であったり 

大戦後日本は、ひとりひとりがばらばらに 

孤立して行く社会へと向かった 

・・・そして今がある  

最後はみんなみんなひとりぼっち  

一人で天国への扉を開く 

 

家族や小さなコミュニティーがいっぱいあって  

誰かに自分の話を親身に聞いてもらったり、 

自分に意見をしてもらえる機会、相談できる人は 

今地域には存在しない 

各分野の専門家はたくさんいるが考え方に 

バランスを欠いている 

自分の困りごとを、マクロ的にミクロ的に捉え、 

本人のこころとからだ、 

今までの生きた財産を大切に維持しながら自立や 

終活に向かってコーディネートできる人は少ない 

 

私たち WACNET.は、いかに地域ひとりひとりの生活課

題・社会課題・問題を発見し、解決していくか。 

約 3 年間のワンストップ相談のテストを経て、2021 年

3 月より、「誰ひとり取り残さない「誰ひとり取り残さない「誰ひとり取り残さない「誰ひとり取り残さない    地域社会をつくり地域社会をつくり地域社会をつくり地域社会をつくり

たい！」たい！」たい！」たい！」をスローガンにワンストップ相談窓口 

WACWACWACWAC＋（プラス）福祉の窓口＋（プラス）福祉の窓口＋（プラス）福祉の窓口＋（プラス）福祉の窓口を開設しています。 

 

相談相談相談相談予約予約予約予約要要要要    


