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銅賞
「ママ」
宮 澤 正 拓
（青森県
三沢市）

審査員特別賞 「キャモン・ベイビー」山田明子（香川県丸亀市）
「花がすき」山口法幸（愛知県豊川市）
「美しい昆虫」高木右京（愛知県田原市）
チャレンジ賞 「祖父の形見のラジオ」工藤友佳里（岡山県岡山市）
「たのしいいろ」福田珠世（名古屋市瑞穂区）
「ZIP ファミリー」秋山直也（山梨県甲府市）
「ネコ」大森航大（青森県三沢市）
「我が家のタカラもの 親子三人」鈴木佐五平
（静岡県浜松市）

次回テーマ「私の好きなまち」お待ちしています！！
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丸紅基金は社会福祉に関する民間助成団体として１９７４年に
丸紅の出捐で設立。今回の助成で４４回目になります。助成金２
００万円は経年劣化及び今年の台風で傷んだ大清水のビニール
ハウス修繕費に贈られました。修繕により害虫の侵入、温度管理
ができ質の良い野菜を生産量を上げて、恩返しが出来る様に頑
張っていきたいと思います。有難うございました。
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みんなの居笑に
寄付をいただきました

今日の福祉体験で、WAC ワークステーションの利用者さん達と、絵
を書いたり、手芸をしたりと、とても楽しい時間をすごす事が出
来ました。しその葉をならべる作業を見学して、簡単そうな作業
に見えても、重さをはかったり、しそを分けたりしていて、ずっ
とやっているのを見ていると、大変そうだなと思いました。また、
弁当を食べているときに、利用者の方が私達に似顔絵を書いた紙
をくれて、とてもうれしい気持ちになれました。
Ｎ.Ｔ.さん
私たちは１日の体験だったけれどとても良い経験になったと思い
ます。みんなの居笑では、来年の干支であるいのししをみんなで
書きました。みんな全くちがっておもしろかったです。また、利
用者さんから、似顔絵をもらいました。とてもうれしかったです。
大葉のパック詰めは、とても単純作業だけど店に出すので、穴や
変色を見分けないといけないので、思っていたより大変だと思い
ました。私たちでは続かないようなことを、毎日とえいくめるの
はとてもすごい思いました。
Ａ．Ｙ.さん

１１月活動報告

こんなことしました！

豊橋市社会福祉協議会より、豊橋市内の子ども食堂を対象に、
寄付として集められたたくさんの調味料、お菓子、色々な缶詰
などを頂きました。これらの材料を使って、みんなの居笑を訪
れて下さる皆さんに、ＨＡＰＰＹをお届けできたらな、と思い
ます。

１２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（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
4 日（日）5 日（月）6 日（火） 有志長崎研修旅行
6 日 13 日 20 日 27 日（火）ハートセンター市
7 日（水）全体集会 15:30～（WAC ビル 1F）
8 日（木）14:00～映画ファンの会
10 日（土）こども志向塾
10 日 24 日（土）歌カフェ 13:30～（WAC アグリカフェ）
13 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
14 日（水）第 74 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
14 日（水）生活介護健康診断 15:00～（WAC ビル 2F）
16 日（金）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
22 日（木）酵素の学校 10:30～
24 日（土）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ誕生会 16:30～
30 日（金）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺

2 日（日）夢フェスタ（ここにこ）
4 日 11 日 18 日 25 日（火）ハートセンター市
4 日（火）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（日）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ誕生会 12:00～
13 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
18 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
19 日（水）生活介護健康診断 15:00～（WAC ビル 2F）
22 日（土）第 75 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
24 日（月）WAC クリスマス会
28 日（金）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺
29 日（土）大掃除＆忘年会

おひさまこども保育園

編集後記

病児保育
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します！

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。
今年 3 月にスタートした
おひさまこども保育園は、
病児保育と一時保育も行っ
ています。
体調を崩しやすこの時期、インフルエンザなど感染症の場合
は、お預かりできませんが、小さなお子さんの病気の対応は行
っています。小児科で診察を受けた後、お預けください。
病児保育は 12 月限定で 1 日あたり１００円、食事代３００円
で利用できます。一時保育は１日あたり２０００円食事代３
００円となります。

11 月とは思えない天気が続く。温かい寒いの繰り返し体調管理
が大変だ。いよいよ今年最後の 12 月平成最後の師走。区切りの
時期。27 日に 7 年目を迎える一枚のはがきアートコンテストの
審査会を行った。愛知県のアートシーンで活躍する 4 名のクリエ
イターと私。みんな壮年から老年の境地へ経験は人を作るのか穏
やかになるのか！？全国から 940 通は過去最高。北は北海道から
南は宮崎まで 148mm×100mm のはがきに描かれた自由な作品はす
ごい。おもしろい。まいった。今年は特に細密画が上位を占めた。
はがきにこれだけの情報量を詰め込むのは常人ではない。みごと
金賞は青森県八戸市の山本悠宮さん「ココロ踊る色と色」おめで
とうございます。来年４月９日からのアウトサイダーアート
2019 で入選 100 作品を豊橋美術博物館等で公開する。多くの市
民の方、この広報をご覧になった方にも足を運んで欲しい。多く
の気づきがいっぱい詰まっている。フラットな社会をつくる活動
は一歩一歩地道である。
2018.11.30 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

