０才～２
０才～２才
利用料改定
改定
利用料

おひさまこども保育園
保育園の利用料
保育園の利用料
対象区分

月単価
(0 歳児)

豊橋発
豊橋発第１回トヨハシブリュット
回トヨハシブリュット
アートコンテストのお知らせ
アートコンテストのお知らせ

2019 年 7 月から改定します
月から改定します。
します。
月単価
(1・2 歳児)

法人内・
提携企業

18,000

17,500

地域・一般

36,000

35,000

備考
・月～土曜日
・8:00～19:00 のうち就
業時間中の保育
・保育料に給食代、おや
つ代は含みます。

◆1 日 4 時間、週 4 日、月 64 時間以上の利用
◆兄弟で入園の場合、2 人目以降は 5,000 円引き
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ます。
WACNET.で働く女性を応援します。
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！
担当太田 ☎直 61－8101 本部 55－6500

トピックスⅡ
トピックスⅡ

トピックスⅠ
トピックスⅠ

ＷＡＣ農園へ耕運機
ＷＡＣ農園へ耕運機
2 台助成！

5 月 16 日(木)にＷＡＣ農園に耕運機 2 台が納入されました。愛
知県共募の平成 31 年度共同募金配分事業により助成していただ
いたクボタテーラーＴＧ－９０００ 2 台です。5 月 23 日(木)は、
初めてハウスで試運転デモが行われました。ありがとうございま
した。

６月活動報告

こんなことしました！

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）
9 日（土）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ誕生会 16:30～
11 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
12 日（水）第 81 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
14 日（金）すまいるパートナー養成研修
13 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
22 日（土）夜店レク（豊橋公園）
26 日（水）酵素の学校
27 日（木）映画ファンの会
28 日（金）第 4 回居住支援フォーラム
28 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

いよいよ第１回トヨハシブリュットアートコンテストの募集が始ま
ります。募集期間は 2019 年 7 月 20 日(土)～12 月 29 日(日)
です。募集作品は障がいのある方なら誰でもこどもから大人まで応
募できます。部門は①自由部門②テーマ「ええじゃないか！ええじ
ゃないか日本」です。作品種類は絵画等平面作品、陶芸オブジェ等立
体作品。自由な感性で応募ください。ひとりにつき１点限りの応募
となります。詳しくは℡ 0532-52-4315 担当松岡まで。

トピックスⅡ
トピックスⅡ

豊川信用金庫三ノ輪支店
豊川信用金庫三ノ輪支店に
三ノ輪支店に
「一枚のはがき」作品展示
「一枚のはがき」作品展示中！
展示中！

6 月 20 日（木）より、2 週間、豊川信用金庫三ノ輪支店で、第 8
回「一枚のはがき」アートコンテストの入賞作品 11 点が展示さ
れています。銀行を利用する様々なお客様方に鑑賞して頂きたい
です。力作ぞろいで一見の価値はありますよ！！

７月活動予定
月活動予定

こんなことします！

2 日 9 日 16 日 23 日 30 日（火）ハートセンター市
3（水）全体集会 15:30～（WAC ビル 1F）
5 日 12 日 19 日 26 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
9 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
11 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
11 日 25 日（木）映画ファンの会
13 日 27 日（土）歌カフェ 13:30～（WAC アグリカフェ）
24 日（水）第 82 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
27 日（土）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ誕生会 16:30～
28 日（金）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺

編集後記

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！

バスケットボールの世界最高峰 NBA ドラフト一巡目でゴンザガ大の
ドラフト一巡目でゴンザガ大の八村塁
ゴンザガ大の八村塁
選手を指名。日本列島大沸騰！
指名。日本列島大沸騰！一方、同じ日本人の歴史がある。1960
年鉄鉱
選手を
指名。日本列島大沸騰！
石船に揺られて45 日、夢見たブラジル。血と汗の結晶で作り上げた生活。そ
んな時、日本からの仕事のオファー。望郷の念にかられて日本に帰国した一
世。一緒に戻ってきた二世。新たに親の故郷に行く決心をした三世。多くの
人々が今度は、飛行機で30 時間、バブルに沸き立つ日本にやってきた。平成
の世バブルが弾けて、母国ブラジルに帰れなかった人たちが今、日本で闘って
□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 いる。病苦に、仕事に、貧困に、ああ無常の世界が拡がる・・・。
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
発達障害の児童を支援したのがきっかけで支援が始まった。子どもを抱え
■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
ながら保育園を開こうと意欲を燃やす家族。5 人家族を母一人の生計に頼りな
フリーダイヤル０１２０－４６３－５４０
がら清掃業にはげむ人。ブラジルに身寄りはあるが、帰りたくない三世の女
開館日時 月曜日～土曜日 9：30～19：00(予約制)
子、でも仕事は日本で見つからない。就職、そして倒産、膝を骨折し、働けな
※年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日休館
くなってしまった50 代二世。みんな一生懸命生きようとしているが、
みんな一生懸命生きようとしているが、あまり
事務所
豊橋市南瓦町 14-1WAC ビル２F
にも地域の目は厳しい。同じ日本人なのに何故？？
2019.6.30 加藤政実
にも地域の目は厳しい。同じ日本人なのに何故？？
Tel0532-52-4315 Fax0532-56-0702 Email info@wacnet.jp

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

