
 

 

 

    
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

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.79999    

2222020202022222 年年年年 4444 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            https://www.wacnet.jp/kyojyu/https://www.wacnet.jp/kyojyu/https://www.wacnet.jp/kyojyu/https://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----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 

ＴＯＹＯＨＡＳＨＩＴＯＹＯＨＡＳＨＩＴＯＹＯＨＡＳＨＩＴＯＹＯＨＡＳＨＩ    ＢＲＵＴＢＲＵＴＢＲＵＴＢＲＵＴ        4444月月月月5555日日日日（土）から（土）から（土）から（土）から開催開催開催開催しますしますしますします!!!!!!!!    
第第第第 11111111 回アウトサイダーアート回アウトサイダーアート回アウトサイダーアート回アウトサイダーアート 2022202220222022 豊橋＆豊橋＆豊橋＆豊橋＆    

第第第第 3333 回トヨハシブリュットアートコンテスト入賞者作品展回トヨハシブリュットアートコンテスト入賞者作品展回トヨハシブリュットアートコンテスト入賞者作品展回トヨハシブリュットアートコンテスト入賞者作品展    

期間 2022 年 4 月 5日～5月 14 日 

特別展示 4 月 5日（火）～4月 10 日（日） 

会 場 豊橋市美術博物館 第 3企画展示室 

通常展示 4 月 5日(火)～5月 14 日（土） 

会 場 WAC アグリカフェ・みんなの居笑・WAC+福祉の窓口 

入場料 無料（美術博物館のみ整理券要） 

※ゲスト招致の作家と「第 3 回トヨハシブリュットコンテスト」入賞作品と「第 11 回

一枚のはがきアートコンテスト」上位入賞作品を展示させて頂きます。 

 

 

    

コモンズ蒼杜 
COMMONS AOMORI  

シルバー＆シェアホーム  
施設内⾒守りサポート付 

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。    

 

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 1367m2  

(入居者個室面積  13.2㎡～15.6㎡) 

 

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    100,000100,000100,000100,000円円円円    月費用月費用月費用月費用89898989,,,,000000000000円円円円～～～～    

 

※詳しい入居内容については、 

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) 

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    

金賞 『ぼくたちを結ぶもの』 

浅田 祐香（神戸市） 

銀銀銀銀                賞賞賞賞    西川西川西川西川    泰弘（川口市）泰弘（川口市）泰弘（川口市）泰弘（川口市）    

銅銅銅銅                賞賞賞賞    Sara Fras Sara Fras Sara Fras Sara Fras （（（（スロベニア）スロベニア）スロベニア）スロベニア）    

特 別特 別特 別特 別 賞賞賞賞    大森大森大森大森    航大航大航大航大（（（（三沢市三沢市三沢市三沢市））））、、、、Dr.MDr.MDr.MDr.M（（（（松阪市松阪市松阪市松阪市）、）、）、）、    

落合落合落合落合    香奈香奈香奈香奈（（（（松阪市松阪市松阪市松阪市））））    

審査員審査員審査員審査員奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞    磯部磯部磯部磯部    涼涼涼涼（（（（横浜市横浜市横浜市横浜市））））、、、、小山小山小山小山    実実実実（（（（下伊那郡下伊那郡下伊那郡下伊那郡）、）、）、）、    

白田白田白田白田    直紀直紀直紀直紀（（（（川口市）川口市）川口市）川口市）、、、、沙里香沙里香沙里香沙里香（（（（岩倉市岩倉市岩倉市岩倉市））））    

以上以上以上以上、、、、世界中の世界中の世界中の世界中の応募作品の中応募作品の中応募作品の中応募作品の中かかかからららら入賞者入賞者入賞者入賞者 10101010 名が名が名が名が選出選出選出選出    

されました。されました。されました。されました。    

    

■■■■浅田祐浅田祐浅田祐浅田祐香香香香さんさんさんさんからのからのからのからのメッセージメッセージメッセージメッセージ    

・アート活動のきっかけは・・ものごころついた時に

は描いてました。日本画を描くようになったのは７～

８年くらい前です。 

・絵の特徴は・・・セオリーにとらわれないところ。

新しい試みをしていくところ。描きたいものを描きた

いように描きたいだけ描く。 

・制作期間はどのくらい・・・今回の作品は２週間く

らい。５０号だと１ヶ月くらいで描きます。 

・作品に込められた思いは何ですか・・・人とのコミ

ュニケーションが苦手な私は同居している犬たちが

大切な理解者（犬）です。彼らとの結びつきを描きま

した。 

・一番こだわった点は・・・自閉症の私の心の中の混

沌としたカンジ。でもその中にある宝石みたいにきら

めくものを描きたかったです。 

・旅とは・・・生まれて死ぬまで長い旅、途中下車の

出来ない道、ならば美しい道にしたい。種をまけば、 

どんな荒地にでも花は咲くと思います。 

 

    

豊橋から全世界へアートの力を発信する豊橋から全世界へアートの力を発信する豊橋から全世界へアートの力を発信する豊橋から全世界へアートの力を発信する    

トヨハシブリュットトヨハシブリュットトヨハシブリュットトヨハシブリュット    

コロナウイルス感染拡大もあり、応募総数は、昨年と

比べて減少しましたが、海外からの応募者は逆に増

え 60 作品以上となりました。 

障がい者アートが、国や個人を乗り越え、さらに今

の時代にどんどん巻き込まれ、個性を失ってしまっ

た人びとに、アートのちからで、ひとりひとりの自由

な発想や自由な感性を引き出し、みんながしあわせ

になれる世界を生み出していく。失敗を恐れず、果敢

に挑戦し続ける WAC アートプロジェクトの活動を、

市民のみなさまも、やさしく見守っていてください。 

第第第第 4444 回トヨハシブリュットアートコンテストも回トヨハシブリュットアートコンテストも回トヨハシブリュットアートコンテストも回トヨハシブリュットアートコンテストも 4444

月月月月 1111 日に応募リーフレット配布開始し、日に応募リーフレット配布開始し、日に応募リーフレット配布開始し、日に応募リーフレット配布開始し、6666 月月月月 1111 日か日か日か日か

ら作品受付開始となります。（日本版・英語版）ら作品受付開始となります。（日本版・英語版）ら作品受付開始となります。（日本版・英語版）ら作品受付開始となります。（日本版・英語版）    

※第 3 回トヨハシブリュットアートコンテスト入賞

入選作品は 4 月 5 日からの豊橋美術博物館での特別

展示から一般公開となります！（下の告知又は専用

リーフレットを参照のこと） 

 

第第第第 3333 回トヨハシブリュット回トヨハシブリュット回トヨハシブリュット回トヨハシブリュット    

アートコンテストアートコンテストアートコンテストアートコンテスト    

金賞金賞金賞金賞は兵庫県神戸市のは兵庫県神戸市のは兵庫県神戸市のは兵庫県神戸市の    

浅田浅田浅田浅田    祐香さん祐香さん祐香さん祐香さん    

に決定に決定に決定に決定！！！！！！！！    


