おひさまこども保育園

０才～３才
０才～３才
働く女性を応援します
応援します
働く女性を

乳児から 3 歳までのお子さんを
対象に木育（木の空間が拡がる）
と食育（安心安全な食事）にこだ
わるおひさまこども保育園。
地域の働く女性を応援します。何
かと手がかかる０歳～３歳。保育
園幼稚園入園前のお子さんをア
ットホームな雰囲気の中で、お子
さま一人ひとりに寄り添った保育を行います。保育士、調理
師、栄養士、介護士、看護師など WACNET.で働く女性を応援し
WACNET.で働く女性を応援し
ます。
地域の方の利用 月額 26,000 円
職員の利用 月額 23,000 円 12,000 円（シングルの方）
７月より子育てお母さま対象の「木育カフェ」
「木育カフェ」開催予約受付中！
「木育カフェ」
担当太田 ☎直 61－8101 本部 55－6500
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居住支援アドバイザー養成研修
居住支援アドバイザー養成研修
が開催されました
が開催されました
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第 3 回居住支援フォーラム
が開催されました
が開催されました

5 月 17 日（金）の午後、岡崎市の竜美丘会館で第 3 回居住支援
フォーラムが開催されました。多くの業界関係者をはじめ様々な
方々が参加されました。当日は NPO 法人たすけあい三河の加藤を
始め、愛知県建築局の古田貴子氏、中京大学教授の岡本祥浩氏、
市民後見センターきょうと代表の内藤健三郎氏の計 4 氏が講演
を行いました。皆さん居住支援や後見制度等の内容をわかりやす
く丁寧に講義していただき、初めての方にもわかる内容でした。
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アールブリュットまちなか
アールブリュットまちなか
ギャラリー

5 月 9 日（木）と 23 日（木）にすまいるパートナー（居住支援ア
ドバイザー養成研修）が行われました。9 日（木）には介護とバ
リアフリーについての講義が行われ、23 日（木）には精神・知
的・発達障害についての講義が WAC2 階研修室で行われました。
受講生は、福祉関係の業界関係者や一般の方など。遠くは稲沢や
瀬戸からの受講生もいました。もちろん地元豊橋の方も参加。み
なさん真剣に講義を受講されていました。6 月 14 日に 4 回目の
講義が行われ、今回の養成研修は終わります。

5 月 8 日（水）～6 月 1 日（土）まで地元出身の作家鈴木晶子サ
ンと Shizuka さんの作品が WAC アグリカフェに展示されました。
4 月に行われた ARTBRUT2019TOYOHASHI の作品になります。6 月 3
日（月）からは、秦彩子サンの作品を展示。「秦 彩子展」～さ
らさらいくよ～と題して 7 月 6 日まで。是非お越し下さい。お待
ちしています。

５月活動報告

６月活動予定
月活動予定

こんなことしました！

～7 日(火)アールブリュットまちなかギャラリー
1 日（水・祝）全体集会 15:30～（WAC ビル 1F）
3 日 10 日 17 日 24 日 31 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
7 日 14 日 21 日 28 日（火）ハートセンター市
9 日 23 日（木）映画ファンの会
11 日 25 日（土）歌カフェ 13:30～（WAC アグリカフェ）
14 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
16 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
21 日（火）乗鞍研修旅行
22 日（水）第 80 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
22 日（水）酵素の学校
25 日（土）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ誕生会 16:30～
31 日（金）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺

ＷＡＣ総合
ＷＡＣ総合相談
総合相談所
相談所

ワンストップ総合相談
ワンストップ総合相談

本当に困った時、どこに相談したら良いのか迷ってしまう。縦割
りの今の社会の中で解決する仕組みを模索することで生まれた
「WAC 総合相談所
総合相談所」(WAC General Consulting Service)相談する
Service)
方に寄り添い、その方の解決すべき課題を、公的サービスとの連
携を図りながらも、地域資源に該当するサービスがなければ NPO
法人として市民自らがサービスを作り出し運営を行っています。
WACNET.グループが公的サービスと自主事業により相談窓口を開
設しています！
□連携機関 ■子ども若者支援センター■東三河権利擁護センター■市民後
見センター■生活困窮者支援センター■たすけあい居住支援センター
■東三河障がい者しごとセンター■WAC 地域生活支援センター

フリーダイヤル０１２０－４６３－５４０
開館日時 月曜日～土曜日 9：30～19：00(予約制)
※年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日休館
事務所
豊橋市南瓦町 14-1WAC ビル２F
Tel0532-52-4315 Fax0532-56-0702 Email info@wacnet.jp

こんなことします！

4 日 11 日 18 日 25 日（火）ハートセンター市
7（金）全体集会 15:30～（WAC ビル 1F）
7 日 14 日 21 日 28 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
8 日 22 日（土）歌カフェ 13:30～（WAC アグリカフェ）
11 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
12 日（水）第 80 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
13 日 27 日（木）映画ファンの会
13 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
22 日（土）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ誕生会 16:30～
26 日（水）酵素の学校
28 日（金）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺

編集後記
令和元年ゴールデンウイークの熱狂的な国事行事が終わり今、トラ
ンプ大統領の来日に沸き立っている。専用ヘリでの千葉でのゴルフ、
大相撲観戦、炉端焼き接待と忙しい。トランプ氏のツイッターで 7 月
参議院選挙後の安倍総理との密約？が表面化。きな臭い。日本はアメ
リカの属国、いや独立国。農業がやばい。自動車がやばい。
昨年 6 月から居住支援法人としての活動をする「たすけあい居住支
援センター」で、このところシェルターの利用者が多い。ゴールデン
ウイーク期間中も豊明の支援者から紹介で 50 代の方が強制立退きの
ための臨時の居場所にシェルターを利用。5 月 6 日には住まいが名古
屋に見つかり撤去。また、4 月 26 日保護観察から SOS.20 代の方がシ
ェルターへ。母親に会いたい一念からゴールデン期間中二度逃走。現
在名古屋で住まい探し中。6 月 1 日から 3 ヶ月シェルターを利用され
る 30 代家族（こども 2 名＋両親）の方と契約する。日本は住まいが
確定しないと公的支援も受けられない。いよいよ大変な時代が来る。
2019.5.31 加藤政実

スローガン ①Change 変化しよう ②Challenge 挑戦しよう ③Chance 幸運をつかもう

