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WACNET.20 周年記念事業
記念事業
周年
ＷＡＣスタッフ
として働きませんか
として働きませんか？
働きませんか？
「いのちと絆のフォーラム」開催！

10 月 5 日（土）の 14:00〜19:30、ホテルアソシア豊橋５Ｆで
WACNET.20 周年記念事業「いのちと絆のフォーラム」が開催されま
した。当日は 150 名の方々が参加され、盛大に執り行われました。
WACNET.代表加藤政実の「ＷＡＣＮＥＴ.ＶＩＳＩＯＮ to 2030」の
プレゼン。ジャズバンドどうでっしゃろバンドのライブ演奏。その
後は別室で外部関係者、スタッフの懇親会があり美味しい料理を食
べながら懇談しました。
※バリナビ TV 検索で「ＷＡＣＮＥＴ．ＶＩＳＩＯＮ to 2030」
内容がわかります。
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アートクラウドファンディング
アートクラウドファンディング
始まりました！！
始まりました！！
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WACNET.20 周年記念
周年記念
WACNET.メンバー
WACNET.メンバー懇親会
メンバー懇親会開催
懇親会開催！
開催！

10 月 28 日（月）
、ホテルアソシア１Ｆのレストランロジェール
で WACNET.20 周年を記念して WACNET.メンバーの懇親会が開催
されました。10:00〜WAC アグリカフェで WACNET.代表の加藤政
実よりお話しがあり、11:00 よりホテルアソシアに移動してラン
チを楽しみました。レストランロジェールは洋食のレストラン
で、メインはローストチキンかサーモングリルを選びました。
サラダやドリンクもあり、みんなお腹一杯になりました。
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WAC アグリカフェにて
アグリカフェにて
落合香奈展開催中！！
落合香奈展開催中！！

三重県松阪市「希望の園」所属の、落合香奈さんの個展「〜ニニ
ットな冬〜」と題してオリジナリティ溢れる 10 点の作品を WAC ア
グリカフェで展示します。是非一度ご覧になって頂きたいです。
アートクラウドファンディングが始まりました。トヨハシブリ
ュットの募集要項、一枚のはがき入賞作品が買えるショップ、
クラウドファンディングの募集などがご覧にいただけます。
https://www.wac-art.com 又は“WAC クラウドファンディング”
で検索！！
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こんなことしました
こんなことしました！

1 日 8 日 15 日 22 日 29 日（火）ハートセンター市
1 日（火）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)
5 日（土）WACNET.20 周年記念事業「いのちと絆のフォーラム」
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）
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）
27 日（日）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ誕生会 11:30～
27 日（日）オレンジフェスタ
27 日（日）卸売り団地まつり（豊橋卸売団地駐車場）
30 日（水）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺

おひさまこども保育園

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？

保育園の利用料
保育園の利用料
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

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

11 月 9 日(土)〜12 月 10 日(火)日曜日定休

１１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（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
4 日 11 日 18 日 25 日（月）地域ボランティアの日
5 日 12 日 19 日 26 日（火）ハートセンター市
6 日（水）全体集会 15:30～（WAC ビル 1F）
9 日 23 日（土）歌カフェ 13:30～（WAC アグリカフェ）
13 日（水）第 84 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
14 日 28 日（木）映画ファンの会
19 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
21 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
29 日（金）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺
30 日（土）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ誕生会 16:30～

編集後記
ノーサイドの精神とラクビーワールドカップで日本は躍進したベスト8。日
本でラクビーが、これ程盛り上がるとは誰も想像しなかったことだろう。今ま
でのスポーツチームは、ほぼ全員が日本人的風貌と体格を備えていた。日本ラ
クビーチームはいろいろな国の人々が集まり 1 チームを形成。それを国民が
良しとして大いに盛り上がった。10 年後の未来の日本社会を彷彿させる。
台風19 号は日本列島に猛威を震った。死者88 名行方不明7 名。日本列島
を静脈のように張り巡らされた川筋が氾濫し大河へ、
大きな被害を各地に与
えた。地球の中心マントルで燃え上がる高熱地帯、地表は大きな森と大きな
海で覆われ、私たちの暮らしを守ってきた。しかしブラジルの焼き畑耕作や
南太平洋に広がるエルニーニョなどで耐えられなくなってきている。
私たち
ひとりひとりの思い上がりが、地球を危機に陥れようとしている・・・。
身体も同じようにアトピー、蕁麻疹、癌、糖尿病、精神疾患など悲鳴を上
げている。
「環境」か「お金」どちらを選択するか。私たちは、未来に向か
い地域で今できることを始める。
生き方をチェンジすることで温かい理想社
会に進化していくのだろう。
2019.10.31 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
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