ＷＡＣスタッフ
として働きませんか
働きませんか？
として
働きませんか？

おひさまこども保育園
保育園の利用料
保育園の利用料

トピックスⅠ
トピックスⅠ

第 1 回トヨハシブリュットの英語
版リーフレットが完成しました。世
界のクラブハウス 500 カ所及びア
ジアに発信。国内の外国人の方も応
募可能です。ＨＰ（日本語、英語）
発信中！！詳細についてはお問合
せ下さい。
TEL 0532-52-4315 担当：戸田

2019 年 7 月改定しま
月改定しました
しました。
した。

対象区分

月単価
(0 歳児)

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

トヨハシブリュット
トヨハシブリュット
英語版完成
英語版完成！
完成！

備考
・月～日曜日
・7:30～18:30 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Ⅲ
トピックスⅢ
歌カフェ好評開催中！！
歌カフェ好評開催中！！

毎月第 2、第 4 土曜日の 13:30～15:30 に WAC アグリカフェで歌
カフェを開催しています。古き良き日本の唱歌や、歌謡曲、フォ
ークミュージックなど当法人 K 職員のピアノ伴奏と共に皆で歌
っています。1 回 500 円でドリンク付きです。WAC のメンバーも
参加しています。皆さん是非ご参加をお待ちします！
TEL 0532-52-1255 担当：森崎

９月活動報告

こんなことしました！

2 日 9 日 16 日 23 日 30 日（月）地域ボランティアの日
3 日 10 日 17 日 24 日（火）ハートセンター市
4 日（水）全体集会 15:30～（WAC ビル 1F）
6 日 13 日 20 日 27 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
12 日 26 日（木）映画ファンの会
14 日 28 日（土）歌カフェ 13:30～（WAC アグリカフェ）
14 日（土）炎の祭典観覧
20 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
19 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
22 日（日）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾓｰﾆﾝｸﾞ会
25 日（水）第 83 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
28 日（土）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ誕生会 16:30～
30 日（月）
「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

もったいないファクトリー
メンバー募集
メンバー募集

もったいないファクトリーでは、本格稼働にともない、一緒に
働いていただけるメンバーを募集します。仕事内容は、お客様
宅に伺い不用品の回収、倉庫にて選別、梱包等のお仕事。広報活
動としてチラシのポスティングなどです。障がいをお持ちの方、
ご応募をお待ちしております。詳しくはお問合せ下さい。
TEL 0532-52-4315 担当：永田

１０月活動
１０月活動予定
月活動予定

こんなことします！

1 日 8 日 15 日 22 日 29 日（火）ハートセンター市
2 日（水）全体集会 15:30～（WAC ビル 1F）
4 日 11 日 18 日 25 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
7 日 14 日 21 日 28 日（月）地域ボランティアの日
10 日 24 日（木）映画ファンの会
12 日 26 日（土）歌カフェ 13:30～（WAC アグリカフェ）
15 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
17 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
19 日（土）20（日）とよはし祭り
23 日（水）第 83 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
26 日（土）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ誕生会 16:30～
30 日（水）
「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！

気温が一気に 20 度まで下がって夏から秋へ。外では鈴虫が音楽を奏
で夏の疲れがどっと出てくるこの季節。秋の夜長をどう過ごすか。読書
の秋。人間誰でも気分転換が必要で、スポーツ、食べ歩き、旅など人そ
れぞれであるが、あなたの趣味はと聞かれたら私は読書だろう。最近は、
年間に 2015 年 150 冊、2016 年 138 冊、2017 年 131 冊、2018 年 132 冊、
今年は 112 冊目ウォルター・アイザックソンの「スティーブ・ジョブス」
を読んでいる。今年はハンス・ロスリング「ファクトフルネス」ウイリ
アム・ノードハウス「気候カジノ」ディビッド・モンゴメリー「土と内
□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 臓」ヤニス・バルファキス「父が娘に語る経済の話」など素敵な本に出
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
会うことができた。専門書でも何でも無い不用の書？雑学であるが、読
■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
んでまとめて、アウトプットする機会も増え、私には至って健康には良
フリーダイヤル０１２０－４６３－５４０
い薬なのだろう。今年は、NPO のスタートから 20 年。エネルギーが衰え
開館日時 月曜日～土曜日 9：30～19：00(予約制)
るでもなく、年を追うごとにパワフルになるのは何故か、まだまだでき
※年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日休館
るとアイデアが湧き上がるのは、何故と不思議な気になる毎日である。
事務所
豊橋市南瓦町 14-1WAC ビル２F
2019.9.30 加藤政実
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
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