
 

 

    
 

    

 

健康、お金からエンディング 

ノートまで 

◎日 時：11 月8日(月) 

10：00～12：00 

◎会 場：WAC ｱｸﾞﾘｶﾌｪ ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｼﾞｵ 

◎定 員：２０名 

◎対 象：60才以上の方 

◎参 加 費：無料（相談は事前予約制） 

     aa◎開催日：11 月 13 日(土)、11 月 27 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 

 

あなたも「終活」の第一歩としてエンディン 

グノートを書いてみませんか。 

◎日 時：毎週火、水、木曜日 

10：00～16：00 

◎会  場： WAC ｱｸﾞﾘｶﾌｪ ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｼﾞｵ 

◎参加費 ：受講料 8,000 円 

         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 

 

夢を持ち、志を持ち、感謝の気持ちを持ち、プラス 

志向で、未来を育て切り拓いていく子どもたちと、

出会い一緒     出会い一緒にに学んで行こうと思う。 

◎日 時：毎月第2土曜 9:30～11:00 

◎対 象：小学3年から中学3年まで 

◎参加費：無料 

※出席回数分の半日ボランティアが必要です  

※課題図書は別途実費 

    

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．７４７４７４７４    

2222021021021021 年年年年 11111111 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.j://www.wacnet.j://www.wacnet.j://www.wacnet.jp/p/p/p/    

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    

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。 

 

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・遺・遺・遺言言言言    

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 

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 

 

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。 

11111111 月月月月 13131313 日日日日((((土土土土))))ははははオーディションの日オーディションの日オーディションの日オーディションの日    

    

前向き前向き前向き前向き終活終活終活終活    

セミナーセミナーセミナーセミナー    

    歌カフェ歌カフェ歌カフェ歌カフェ    

    

エンディングエンディングエンディングエンディング    

ノートノートノートノート    

のののの作成教室作成教室作成教室作成教室    

    

こどもこどもこどもこども    

志向志向志向志向塾塾塾塾    

ＷＡＣ地域生活支援センターＷＡＣ地域生活支援センターＷＡＣ地域生活支援センターＷＡＣ地域生活支援センター    

WACWACWACWAC の障害者相談支援事業所の障害者相談支援事業所の障害者相談支援事業所の障害者相談支援事業所 

2009 年 11 月より開始 

 介護保険では、ケアマネージャーが高齢者のプラ

ンを立て、各種サービスの利用を図りますが、この

役割を、障がい者、障がい児の分野で計画を作成し

担うのが、相談支援専門員です。この窓口のひとつ

が「WAC 地域生活支援センター」となります。 

 障がいのある方やその家族の方が地域で安心し

て快適な生活を送るために、日常生活や社会生活な

どの様々な相談に応じたり、情報提供を行ったりし

ています。地域において、相談支援を必要とする身

体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、

難病の方など及びその家族の方が利用できます。原

則は来所ですが、どうしても身体的に難しい方は、

ご自宅までの訪問も行っています。アセスメント、

計画相談、モニタリングなど、一人ひとりに合わせ

たプランづくりに心がけています。 

（指定相談支援事業所）    

 

たすけあい居住支援たすけあい居住支援たすけあい居住支援たすけあい居住支援センターセンターセンターセンター    

高齢者、障害者、低所得者、子育て世帯、高齢者、障害者、低所得者、子育て世帯、高齢者、障害者、低所得者、子育て世帯、高齢者、障害者、低所得者、子育て世帯、

外国人等の住宅確保に配慮が必要な方の外国人等の住宅確保に配慮が必要な方の外国人等の住宅確保に配慮が必要な方の外国人等の住宅確保に配慮が必要な方の

ためのシステムためのシステムためのシステムためのシステム    

2017 年より開始。 

入居前のアパートや福祉・介護施設など居住探し

のサポートや、入居にあたっては身元保証の手続き

のサポート、家賃債務保証のサポート、転居後の生活

相談から見守り生活支援などを行います。一人で探

す事もできますが、その後の支援が必要な方に、細か

くサポートができるように国が作った「新たな住宅

セーフティネット制度」から生まれた居住支援法人

です。相談無料。詳しくはお尋ねください。 

（指定居住支援法人） 

   

ＷＡＣＷＡＣＷＡＣＷＡＣプラスプラスプラスプラス————困りごと何でも相談困りごと何でも相談困りごと何でも相談困りごと何でも相談    

Tel0532-52-4315 Fax0532-56-0702    

ＳＯＳＳＯＳＳＯＳＳＯＳ相談相談相談相談    ０９００９００９００９０－８５４５－－８５４５－－８５４５－－８５４５－０１１００１１００１１００１１０    

 

wwwwwwwwwwww.wacnet.jp.wacnet.jp.wacnet.jp.wacnet.jp    

※詳しくは※詳しくは※詳しくは※詳しくは HPHPHPHP 又は専用リーフレットをご覧ください。又は専用リーフレットをご覧ください。又は専用リーフレットをご覧ください。又は専用リーフレットをご覧ください。    

相談無料 


