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。

ＷＡＣＮＥＴ.
ＷＡＣＮＥＴ.

https://www.wacnet.jp/

たすけあい居住支援センター
ＮＰＯ法人たすけあい
ＮＰＯ法人たすけあい三河
たすけあい三河

https://www.wacnet.jp/kyojyu/
https
https://www.wacnet.jp/tasukeai/
://www.wacnet.jp/tasukeai/

一人一人が人生の勝利者になる

障がい者のみなさんへ
WAC ワークステーションで
いっしょに働きませんか！！

「一人一人が障がいを克服し、人生の勝利者になる。
」
「障
がいに甘えることなく、自分自身の可能性と能力を信じ
る。」私たちは本人の働く意志を訓練を通じて社会に適合
する能力を身につける「職業リハビリセンター」を展開し
ます。そして、多くの方が地域社会で自立し、本人の求め
る就労スタイルにより活躍できる場を提供する。そして、
一歩一歩歩み続ける夢を応援します。

すべて予約
すべて予約が
予約が必要です
必要です
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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。
シルバー＆シェアホーム蒼杜 10 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、
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。

もう一歩高いステージへ、高い収入を得るために

WAC ファミリーとして

名 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 〒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 ㎡)

「できない」とあきらめないで人生を切り開くこと、企業
の求める人材になるには、社員としてのビジネススキルと
技術スキルを磨くこと。私たちは、あなたを企業人として
育てること、見守ること、伸ばすこと、働く環境を整える
こと、いっしょになって夢を実現すること、そして収入を
しっかり得ること、自立した生活を得ること、人生を豊か
に幸せになること、それが私たちの願いです。

楽しく日中を過ごして
行きませんか

A タイプの場合 一般

Let
Let's Try!!!

入居一時金 100,000 円 月費用89
月費用 89,
89,000 円～
通所者
大募集中！

１． まずは月収５万円へチャレンジ！
（B 型目標値）
２． そして月収１０万円以上へチャレンジ！
３． あなたの望む収入へチャレンジ！

限定 15 名
B 型では、ひとりひとりのしごとのスキルを磨き未来を
拓いていきます！！
ひとりひとりの眠っているスキルを目覚めさせ、
本当に好きなことは何か。やりたいことはなんだろう。
といっしょに考え見つける旅を続けていきます。
一般社会では、ビジネスは売上とコストによるシステム
で動いています。
従って障がい者だけを特別扱いはしてくれません。
一方、国は障害者雇用と云う企業に補助金を出すしくみ
はありますが、残念ながらお金を出すだけでは、現場の
様子を変えることはできません。働く現場には、障害特
性を理解して、現在のシステムに同化させる努力と、福
祉専門家の配置が必要なのでしょう。
WAC ワークステーション（就労継続支援 B 型）は、いっ
しょになって考え行動するリハビリセンター機能をも
ち、一般企業と福祉を結んでいます。
４つのコンテンツ①農業＝生産・加工・販売・カフェ②
４つのコンテンツ
リユース事業＝回収・分別・販売・ハウスクリーニング
③軽作業事業＝大葉結束・環境整備・ポスティング等（以
上①～③は就労継続支援 B 型）④IT ソリューション事業
＝フリーペーパー制作・HP 制作・軽作業⑤資格事業＝介
護職員初任者研修・パソコン検定等⑥施設外就労＝各地
元企業へ（以上④～⑥就労移行支援）

部屋代、管理費、共益費、
食費 3 食付

※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)

ＩＴ

農業
・農園-WAC 農園（オーガニ
ック）・みんなファーム
（地産地消）

・カフェ-WAC アグリカフェ
（オーガニックランチ、喫
茶、商品販売）休止中

・加工-W-C ファクトリー
（天然酵母パン、クッキ
ー、お弁当）一部休止中

困 ったら WAC+
WAC +

・文章作成、
データ入力
・デザイン制作
-広告デザインフリ
ーペーパー・社内報
作成
・HP 作成・アプリ開発
・ショッピングサイト
制作・運営
・講師・軽作業

リユース

軽作業

介護保険

生活困
活困窮者

こども支
も支援

障害福祉

支援

子育て支
て支援

生活保護

成年後
年後見

財産管
産管理

年金

信託・
託・遺言

生活支援

身元保証

相続

葬祭

住宅
不動産

・軽作業-WAC 軽作業
（大葉結束・環境整備・
ポスティング）

・リユース
もったいないファクトリー

旅行

（回収・分別・販売・寄付）

月 曜 日 ～土 曜 日 10:00～19:00
・ハウスクリーニング
-MOTTAINAI よろず家

資格

企業

（家の片付け・遺品整理等）

事業説明会＆
事業説明会＆相談会
日時：
日時：９月毎週土曜日 13：
13：00～
00～15：
15：00
（要予約）0532
（要予約）05320532-5252-4315
会場：
会場：アグリカフェ多目的室

只今入居者募集中
只今入居者募集中

〒 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

・MOS
・施設外就労
・介護職員
初任者
研修

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、マレーシアなど
マレーシアなどアジアの
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
でも捨てるの
てるのは「もったいない」
もったいない」ものがありましたら
ものがありましたら、
がありましたら、WAC+
WAC+へお持
へお持ちください
ください！！
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

℡05320532-5454-2666
https
https://www.wacnet.jp/mottainai/
担当:
担当: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。

