
 

 

 

    
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

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    

 

VVVVol.7ol.7ol.7ol.78888    

2222020202022222 年年年年 3333 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. . . .                     https://www.wacnet.jp/https://www.wacnet.jp/https://www.wacnet.jp/https://www.wacnet.jp/    

たすけあい居住支援センターたすけあい居住支援センターたすけあい居住支援センターたすけあい居住支援センター            hhhhttps://www.wacnet.jp/kyojyu/ttps://www.wacnet.jp/kyojyu/ttps://www.wacnet.jp/kyojyu/ttps://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三河三河三河                    httphttphttphttpssss://www.wacnet.://www.wacnet.://www.wacnet.://www.wacnet.jp/tasukeai/jp/tasukeai/jp/tasukeai/jp/tasukeai/    

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。 

 

 

 

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    

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、、、、マレーシアマレーシアマレーシアマレーシアなどなどなど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てるてるてるののののはははは「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」ものものものもの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、、、、WACWACWACWAC++++へおへおへおへお持持持持ちちちちくだくだくだくださいさいさいさい！！！！！！！！    

 

 

 

 

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    

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    

 

 

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    事務事務事務事務局局局局    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----54545454----2666266626662666    

担当担当担当担当::::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！！    

            

    

 

 

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 

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 

コモンズ蒼杜 
aCOMMONS AOMORI 2022年4月50室完全オープン!! 

シルバー＆シェアホーム 施設内⾒守りサポート付 

コモンズコモンズコモンズコモンズ蒼杜の特徴蒼杜の特徴蒼杜の特徴蒼杜の特徴    

・立地 

 JR 豊川駅名鉄豊川稲荷駅より徒歩 5 分から 7 分 

豊川稲荷正門北側に隣接する場所で、近くにファ

ミリーマートや豊川稲荷表参道があります。 

・ホームの意味は、暮らしの支援がついた住まい環

境のことです。 

 見守りサポート付施設で緊急時の夜間支援体制

もあります。 

・１階２階はシルバーホーム６０６０６０６０才以上の高齢才以上の高齢才以上の高齢才以上の高齢

者者者者及び加齢や事故などにより公的支援が受けら

れない 

身体機能や身体機能や身体機能や身体機能や足足足足等が不自由で、日常生活・移等が不自由で、日常生活・移等が不自由で、日常生活・移等が不自由で、日常生活・移

動動動動・・・・就労が困難と認めた方。就労が困難と認めた方。就労が困難と認めた方。就労が困難と認めた方。 

・３階４階はシェアホームで１８才から６０才未満

の方であれば誰でも入居できます。 

名名名名    称称称称        コモンズ蒼杜 シルバー＆シェアホーム        

施設内見守りサポート付 

所在地所在地所在地所在地 〒442-0026 豊川市東新町 7番 1 

種類、構造 RC 4 階建 

面積  建物延べ床面積 1367m

2

  

(入居者個室面積  13.2m

2

 ～15.6m

2

) 

 

AAAA タイプの場合タイプの場合タイプの場合タイプの場合    一般一般一般一般        

入居一時金入居一時金入居一時金入居一時金    100100100100,,,,000000000000円円円円    月費用月費用月費用月費用89898989,,,,000000000000円円円円～～～～    

 

 

 

 

 

 

 

部屋代 30000 円 

管理費 15000 円 

共益費  8000 円 

食費 3食 36000 円 

計 89000 円 

ショートステイ料金ショートステイ料金ショートステイ料金ショートステイ料金    

平日   １泊 3500 円  

土日祝日 １泊 4500 円 

お盆・年末年始（12/30～1/4）

  １泊 6000 円 

食費 1食 500 円  

夜間巡回見守りあり 

※詳しい入居内容については、現地見学会又は、 

たすけあい居住支援センター担当者（鈴木、高田） 

までお尋ねください。 

TEL 0532-54-2666(WAC+) 0532-52-4315(本部) 

男女いろいろなヒトが一緒に暮らし一緒に住まう。男女いろいろなヒトが一緒に暮らし一緒に住まう。男女いろいろなヒトが一緒に暮らし一緒に住まう。男女いろいろなヒトが一緒に暮らし一緒に住まう。    

シルバー＆シェアホーム蒼杜シルバー＆シェアホーム蒼杜シルバー＆シェアホーム蒼杜シルバー＆シェアホーム蒼杜        10101010万円で暮らす生活万円で暮らす生活万円で暮らす生活万円で暮らす生活!!!!    

高齢者から障がい者、若者、学生、男女、高齢者から障がい者、若者、学生、男女、高齢者から障がい者、若者、学生、男女、高齢者から障がい者、若者、学生、男女、    

誰でも一定の条件が整えば入居できます。誰でも一定の条件が整えば入居できます。誰でも一定の条件が整えば入居できます。誰でも一定の条件が整えば入居できます。    

                                                    RRRRECRUIT 202ECRUIT 202ECRUIT 202ECRUIT 2022222    

    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 2222 月月月月26262626 日日日日（（（（土土土土））））    3333 月月月月5555日日日日（土）（土）（土）（土） 

説明会 Zoom オンライン 午前 10 時～11 時半 

WAC アグリカフェ 午後 1 時半～3 時 

＜募集スタッフ＞ 

サービスサービスサービスサービス管理責任者・管理責任者・管理責任者・管理責任者・サービスサービスサービスサービス提供責任者・提供責任者・提供責任者・提供責任者・看護師看護師看護師看護師・・・・    

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・ケアマネージャーケアマネージャーケアマネージャーケアマネージャー・・・・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 

事前予約は 0532-52-4315 担当 戸田、伊奈まで 

 

誰誰誰誰 

新しい住まい方のかたち！新しい住まい方のかたち！新しい住まい方のかたち！新しい住まい方のかたち！    

上に伸びた上に伸びた上に伸びた上に伸びた4444層の長屋スタイル層の長屋スタイル層の長屋スタイル層の長屋スタイル    

３３３３月の現地見学会月の現地見学会月の現地見学会月の現地見学会    1111 回回回回 5555 組限定（要予約）組限定（要予約）組限定（要予約）組限定（要予約）    

３３３３月月月月    ９９９９日（水）日（水）日（水）日（水）11111111：：：：00000000～～～～    13131313：：：：00000000～～～～            

３３３３月月月月１２日（土）１２日（土）１２日（土）１２日（土）11111111：：：：00000000～～～～    13131313：：：：00000000～～～～    

只今只今只今只今入居者募集中入居者募集中入居者募集中入居者募集中    

お問合せ先 たすけあい居住支援センター 

      特定非営利活動法人たすけあい三河 

〒440-0823  豊橋市南瓦町 14-1 WAC ビル 2F 

E-mail wac-net@hotmail.co.jp 

 

 


