
 

 

 

    
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

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.ol.ol.ol.81818181    

2222020202022222 年年年年 6666 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こここどもたちどもたちどもたち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！！！！    

問合せ問合せ問合せ問合せ先先先先    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！！    

            

    

 

 

13131313 年前に始まったこころの病のみなさんのオリジナ年前に始まったこころの病のみなさんのオリジナ年前に始まったこころの病のみなさんのオリジナ年前に始まったこころの病のみなさんのオリジナ

ル曲作詞作曲演奏を全国から公募する唯一の音楽祭。ル曲作詞作曲演奏を全国から公募する唯一の音楽祭。ル曲作詞作曲演奏を全国から公募する唯一の音楽祭。ル曲作詞作曲演奏を全国から公募する唯一の音楽祭。    

こころの病・チャレンジド音楽の祭典こころの病・チャレンジド音楽の祭典こころの病・チャレンジド音楽の祭典こころの病・チャレンジド音楽の祭典    

「とよはし音楽祭」「とよはし音楽祭」「とよはし音楽祭」「とよはし音楽祭」チャレンジドチャレンジドチャレンジドチャレンジド    ミュージックミュージックミュージックミュージック    コンテストコンテストコンテストコンテスト    

    

第第第第 12121212 回とよはし音楽祭は、回とよはし音楽祭は、回とよはし音楽祭は、回とよはし音楽祭は、 

全国から応募のエントリー作品の中から全部門、作

詞・作曲部門で最終選考コンペティションノミネート

12 作品が 2022202220222022 年年年年 5555 月月月月 14141414 日（土）豊橋市民文化会館日（土）豊橋市民文化会館日（土）豊橋市民文化会館日（土）豊橋市民文化会館    

大ホールで大ホールで大ホールで大ホールでグランプリをめざしました。 

今年のグランプリは今年のグランプリは今年のグランプリは今年のグランプリは広島県広島市の Sharken さんにににに

決定決定決定決定しました。おめでとうございます！！ 

 

こころの病の方々が、社会復帰するきっかけにとスタ

ートしたとよはし音楽祭。 

ここ 2年は、コロナ禍のため予定の 2月開催できず、

5月開催に、昨年は無観客での開催などいろいろ試練

を受けながら開催を続けています。 

これもひとえに市民のみなさんや福祉行政の方、当事

者の方、父兄の方々など多くの地域のみなさまに助け

られてここまで続けてこられました。ありがとうござ

います。 

今年は、過去のグランプリ受賞者で審査員としても参

加した向口欣則さんがゲストコーナーで成長した弾

き語りや地元で始めた健康体操などの紹介とたいへ

ん盛り上がりました。 

尚当日のコンペティションの模様は、5555月月月月21212121日日日日11116666時時時時半半半半

からのバリナビバリナビバリナビバリナビ TVTVTVTV で配信させていただいておりま

す。宜しければ是非ご覧ください。 

 

    

 

 

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 

                                 

 
    

第第第第 12121212 回回回回とよはし音楽祭とよはし音楽祭とよはし音楽祭とよはし音楽祭    

グランプリグランプリグランプリグランプリはははは    

広島県広島県広島県広島県広島市の広島市の広島市の広島市の    

SharkenSharkenSharkenSharken さんさんさんさん    

に決定に決定に決定に決定！！！！！！！！    

グランプリ  Sharken   「One Love」  広島県広島市 

金    賞  渡邉夏歩 「Dawn(夜明け)」   浦安市 

銀      賞  団野利男 「才  女」   京都府城陽市 

銅      賞  伊野美紀子「星空の下、さまよい人」春日井市 

審査員特別賞  磯貝史治 a「ふさわしい場所」    豊橋市 

最優秀演奏賞    木村雪枝  「an ally」   東京都品川区 

協賛企業協賛企業協賛企業協賛企業 (株)ヨシケイ豊橋、(株)エアーテック朝日、藤野カーテ 

ン、(株)豊橋タイプ、ミカワリコピー販売(株)、青山建設(株)、(株)

名西フーズ、POLISH、(株)もみの木、(有)ハウスキーパー久田、豊鉄

観光サービス(株)、イズモ葬祭豊橋、(株)大建、中野農機商会、兼八

産業(株)、（株）アラキスタジオ、メディアシステム、豊橋ボデー(株)、

酒井康行、税理士法人大平会計事務所、鈴与商事(株)豊橋支店、(有)

東豊防災設備、(株)中神種苗店豊橋営業所（順不同） 

 

●インタビューインタビューインタビューインタビュー 

QQQQ    どんなイメージどんなイメージどんなイメージどんなイメージでででで作られた曲作られた曲作られた曲作られた曲ですかですかですかですか？？？？    

A もともとは 2003 年のイラク戦争がその自爆テロが

すごく悲惨だったので、今のロシアとウクライナが戦

争する前の戦争がない時だったのですけど、どうして

も昔の曲とはいえやっぱりあの反戦の歌というのが

気になってしまう。8月 6日原爆の日はどうしても気

になってしまう。昔の歌とはいえもう一度僕としては

応募して人前で歌ってみたいという思いがあり応募

しました。 

QQQQ    今後どのような活動を？今後どのような活動を？今後どのような活動を？今後どのような活動を？    

A そうですね、音楽仲間、ローカルアーティスト達と

ラップだけじゃなく、弾き語りの人やバンドの人たち

と一緒に同じジャンルの人もいれば違う人もいたり

僕はちょっと全然まわりと異質で違うんですが精力

的に歌っています。 

QQQQ    どんなどんなどんなどんな仕事仕事仕事仕事してますかしてますかしてますかしてますか？？？？    

A 知的障害者のデイサービスの支援員をしています。

踊りをおどったり、歌をうたったり、（笑）地域のお

祭りで障害者の方と６０人くらいで地域と連帯感を

もち、保護者の方と踊りが好きな障害者の方とその中

でめちゃくちゃでも下手でも一緒に踊りたいですね。 

QQQQ    最後最後最後最後ののののメッセージメッセージメッセージメッセージ    

A 本当にあたたかい会場だったので歌も踊りもメッセー

ジも言葉も皆さんが聞いてくださったので豊橋の皆さ

んに感謝しています。また機会があったら呼んでいただ

けたらと思っています。ありがとうございました。 

 

ラップラップラップラップを踊り歌い表現するを踊り歌い表現するを踊り歌い表現するを踊り歌い表現する SharkenSharkenSharkenSharken サンサンサンサン    

コモンズ蒼杜 
COMMONS AOMORI  
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    

第１３回とよはし音楽祭応募が始まります。第１３回とよはし音楽祭応募が始まります。第１３回とよはし音楽祭応募が始まります。第１３回とよはし音楽祭応募が始まります。    

募集期間募集期間募集期間募集期間    

2022202220222022 年年年年 8888 月月月月 1111 日（月）～日（月）～日（月）～日（月）～11111111 月月月月 30303030 日（水）日（水）日（水）日（水）    

コンペティションはコンペティションはコンペティションはコンペティションは 2023202320232023 年年年年 2222 月月月月 4444 日（土）日（土）日（土）日（土）    

豊橋市民文化会館大ホールでお会いしましょう豊橋市民文化会館大ホールでお会いしましょう豊橋市民文化会館大ホールでお会いしましょう豊橋市民文化会館大ホールでお会いしましょう!!!!!!!!    

（詳細は第（詳細は第（詳細は第（詳細は第13131313回リーフレットをご覧ください）回リーフレットをご覧ください）回リーフレットをご覧ください）回リーフレットをご覧ください）    

部屋代、管理費、共益費、 

食費 3食付 


