
 

 

 

    
 

 

    

 

 

 

 

    

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.85858585    

2222020202022222 年年年年 10101010 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！！    

            

    

 

 

 

                                 

 

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～～～～    

 

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    

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) 

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 

       ひとりひとりひとりひとり取り残さない取り残さない取り残さない取り残さない    

            地域地域地域地域社会社会社会社会をつくりたい！をつくりたい！をつくりたい！をつくりたい！    
wwwwwwwwwwww.wacnet.jp.wacnet.jp.wacnet.jp.wacnet.jp    

誰 
WACWACWACWAC地域生活支援センター地域生活支援センター地域生活支援センター地域生活支援センター    2009200920092009年年年年11111111月より開始月より開始月より開始月より開始    

ワンストップサービスの機能強化を目的に、新
たに介護保険の居宅介護支援事業（ケアプラン 
センター）の認可を頂き、9月1日から事業を 
スタートさせました。 
今後は、高齢者、障がい者、障がい児のすべての

計画相談業務を同じ場所で行うことができます。例

えば、家族で高齢者の方が介護保険を検討したい、

同じ家族に障がい者や障がい児が同居している場

合、家族全体を見ながら、サービス提供を、アレン

ジメントすることが可能となります。 

高齢者や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

ったりします。地域において、相談支援を必要とす

る高齢の方、認知症の方、身体障がい、知的障がい、

精神障がい、発達障がい、難病の方、重複障がいの

ある方、生活困窮にある方など、及びその家族の利

用ができます。原則は、来所ですが、どうしても身

体的に難しい方、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。

（WAC 地域生活支援センター/指定障害者・障害児計

画相談事業所 指定介護保険居宅介護支援事業所） 

    

主任ケアマネ吉田主任ケアマネ吉田主任ケアマネ吉田主任ケアマネ吉田ナナ子ナナ子ナナ子ナナ子さんから一言さんから一言さんから一言さんから一言    

 

・地域のみなさまへのメッセージ・地域のみなさまへのメッセージ・地域のみなさまへのメッセージ・地域のみなさまへのメッセージ    

 はじめまして、介護保険のケアマネとしてスタート

しました。話好きな私の所へなんでも相談にお越し

ください。お待ちしています。 

・ワンストップサービス（・ワンストップサービス（・ワンストップサービス（・ワンストップサービス（WAC+WAC+WAC+WAC+福祉の窓口）に参加して福祉の窓口）に参加して福祉の窓口）に参加して福祉の窓口）に参加して    

 介護保険、障がいとこれからは共生になると思って

います。お役に立てるように頑張ります。 

・私のモットー・私のモットー・私のモットー・私のモットー 笑顔で話しやすい人でいること 

・出身・出身・出身・出身     大阪府大阪市 

・星座・星座・星座・星座     獅子座 

・趣味・趣味・趣味・趣味     旅行、1人カラオケ 

・好きな食べ物・好きな食べ物・好きな食べ物・好きな食べ物 お寿司、刺身 

・好きな有名人・好きな有名人・好きな有名人・好きな有名人 村上弘明 

・・・・読書評読書評読書評読書評    推理小説が好きで 

登場人物のことを考えて楽しみます。 

※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。    

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    

市民市民市民市民後見センターとよはし後見センターとよはし後見センターとよはし後見センターとよはし 2012201220122012 年より開始年より開始年より開始年より開始 

WACWACWACWACが提案するが提案するが提案するが提案する成年後見成年後見成年後見成年後見システムシステムシステムシステム    

成年後見相談室。現在は豊橋市・岡崎市・名古屋市で

活動中です。まだしっかりしている内に手続きをす

る任意後見制度、最近では委任契約＋任意後見契約

＋死後事務委任契約の方の利用も増えています。判

断能力のなくなった方のための法定後見制度。認知

症の方や障害者の方が利用できます。全後見ではな

く、ケースに合わせてできないことを後見する補助

や補佐の区分もあります。買い物の支払いはできて

も大きな契約に補助や補佐を使うことで、騙された

りした場合、取消権や同意権が有効に働きます。 

また、地域では市民後見人養成講座や講演会、フォ

ーラム、相談会なども開催しています。相談無料 

詳しくはお尋ねください。 

（市民後見センターとよはし）（市民後見センターとよはし）（市民後見センターとよはし）（市民後見センターとよはし）    

くらサポくらサポくらサポくらサポ市民生活支援センター市民生活支援センター市民生活支援センター市民生活支援センター2014201420142014年より開始。年より開始。年より開始。年より開始。    

WACWACWACWACが提案する暮らしのサポートシステムが提案する暮らしのサポートシステムが提案する暮らしのサポートシステムが提案する暮らしのサポートシステム    

入院や施設・アパートへの入居に必要な身元保証身元保証身元保証身元保証、

緊急時の駆けつけ、入院時のカンファレンス、手術

時や入退院のための緊急時のサポート緊急時のサポート緊急時のサポート緊急時のサポート、食事の手

配、施設への見学同行、お墓参りなどの生活支援サ生活支援サ生活支援サ生活支援サ

ポートポートポートポート、墓じまい、永代供養、お葬儀などの葬儀サ葬儀サ葬儀サ葬儀サ

ポートポートポートポートと一人暮らしになった方に必要なサポート

をします。また、必要に合わせて人感センサー付き

の 24時間 365日の見守りサポートなどもあります。 

料金体型はくらサポコースくらサポコースくらサポコースくらサポコース（一般）、預貯金 100 万

円、月収 10 万円程度の方向けの安心サポート安心サポート安心サポート安心サポート 55550000 ココココ

ースースースース、要配慮者対象のマイプランコースマイプランコースマイプランコースマイプランコースとその方に

あった利用が可能です。 

詳しくは直接、又はケアマネ、医療相談室を通して

お尋ねください。 

（くらサポ市民生活支援センター）（くらサポ市民生活支援センター）（くらサポ市民生活支援センター）（くらサポ市民生活支援センター）    


