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。
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すべて予約
すべて予約が
予約が必要です
必要です 2021 年 10 月号

11 月 13 日(土)はオーディションの日
市民後見センターとよはし
市民後見センターとよはし

くらサポ市民生活
くらサポ市民生活支援センター
生活支援センター

WAC が提案する成年後見
が提案する成年後見システム
成年後見システム

WAC が提案する暮らしのサポートシステム

2012 年より開始。
成年後見相談室。現在は豊橋市・岡崎市・名古屋市で
活動中です。まだしっかりしている内に手続きをす
る任意後見制度、最近では委任契約＋任意後見契約
＋死後事務委任契約の方の利用も増えています。判
断能力のなくなった方のための法定後見制度。認知
症の方や障害者の方が利用できます。全後見ではな
く、ケースに合わせてできないことを後見する補助
や補佐の区分もあります。買い物の支払いはできて
も大きな契約に補助や補佐を使うことで、騙された
りした場合、取消権や同意権が有効に働きます。
また、個人ではなく、全て法人受任を行っています。
さらに、地域では市民後見人養成講座や講演会、フ
ォーラム、相談会なども開催しています。お気軽に
お問合せ下さい。

2014 年より開始。
入院や施設・アパートへの入居に必要な身元保証
身元保証、
身元保証 緊
急時の駆けつけ、入院時のカンファレンス、手術時や
入退院のための緊急時のサポート
緊急時のサポート、
緊急時のサポート 食事の手配、施設
への見学同行、お墓参りなどの生活支援サポート
生活支援サポート、
生活支援サポート 墓
じまい、永代供養、お葬儀などの葬儀サポート
葬儀サポートと一人
葬儀サポート
暮らしになった方に必要なサポートをします。また、
必要に合わせて人感センサー付きの 24 時間 365 日の
見守りサポートなどもあります。
料金体型はくらサポコース
くらサポコース（一般）
、預貯金 100 万円、
月収 10 万円程度の方向けの安心サポート
安心サポート 50 コース、
コース
要配慮者対象のマイプランコース
マイプランコースとその方にあった
マイプランコース
利用が可能です。詳しくは直接、又は地域包括支援セ
ンター、ケアマネ、医療相談室を通してお尋ねくださ
い。

募集要項
■キャスト 9 月 1 日（水）〜10 月 31 日（日）
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。
■オーディション
日時 2021 年 11 月 13 日（土） 1 時〜5 時
会場 WAC ビル 募集⼈員 ２０名
■連絡先
https://www.wacnet.jp
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ wac-net@hotmail.co.jp
TEL
0532-52-4315
※詳しくは６月号裏⾯参照下さい。

困 ったら WAC+
www.wacnet.jp
www.wacnet.jp
※詳しくは HP 又は専用リーフレットをご覧ください。
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ＷＡＣプラス
ＷＡＣプラス—
プラス—困りごと何でも相談
Tel0532-52-4315 Fax0532-56-0702
ＳＯＳ相談
相談 ０９０－８５４５－
ＳＯＳ
９０－８５４５－０１１０
－８５４５－０１１０
◎日

輝け未来
セミナー
◎会
◎定
◎対
◎参

時：10 月 11 日(月) 自立支援
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）

aa◎開催日：10 月 9 日(土)、10 月 23 日(土)
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）
※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
みんなの居笑
絵画クラブ
絵画
クラブ

◎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

アイフォン
教室

◎日
◎会
◎時
◎定
◎対

程：毎月第 1 第 3 木曜日
場：WAC ｱｸﾞﾘｶﾌｪ ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｼﾞｵ
間：１３：３０～１４：３０
員：１０名
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）

「もったいないファミリー
「もったいないファミリー」
ファミリー」
キャラクターデザイン募集中！！
キャラクターデザイン募集中！！

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/
担当:
担当:大澤、秋月
大澤、秋月

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。

