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10 月 27 日（日）に、豊橋市問屋町の豊橋総合卸センター組合会
館及び会館駐車場にて、卸団地まつりが開催され、ＷＡＣ号と
衣料品バザーで参加しました。卸団地会館にはＷＡＣＮＥＴ．
第 1 回トヨハシブリュットアートコンテストの募集の締め切りが迫 グループの食事処茶亭おふくがあります。ＷＡＣ号はカレーと
って来ました。現在全国から続々と応募作品到着中。愛知県のみな
コーヒー、衣料品バザーではもったいないファクトリーの職員
さん、地元豊橋のみなさんまだ間に合います。12 月 29 日（日）締め が販売をしました。大勢のお客さんで賑わいました。
切りですのでまだまだ多数のご応募お待ちしております。
〒440-0823 愛知県豊橋市南瓦町 14-1 WAC ビル 2F
TEL 0532-52-4315 FAX 0532-56-0702 Email info@wacnet.jp

トピックスⅢ
トピックスⅢ

トピックスⅣ
トピックスⅣ
オレンジフェスタに参加
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10 月 27 日（日）豊橋市松葉町の松葉公園、カリオンビルでオレ
ンジフェスタが開催されました。松葉公園ではカレー、ポップ
コーン、ジュースの販売、衣料品のバザーに出店し、カリオンビ
ルではＮＰＯ法人たすけあい三河の相談ブースが設けられまし
た。当日は家族連れ等大勢の方々がお越し下さりました。

１１月活動報告

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（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
4 日（月・祝）浜松フラワーパークレク
5 日 12 日 19 日 26 日（火）ハートセンター市
6 日（水）WAC クラウドファンディング東愛知新聞取材
5 日（火）～8 日（金）住民懇談会
5 日（火）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～

おひさまこども保育園

ＷＡＣスタッフ
として働きませんか
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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

豊橋市美術館
豊橋市美術館にて
美術館にて
会場予約抽選会に行ってきました
会場予約抽選会に行ってきました

10 月 27 日（日）の 10:00 から、豊橋市美術館で来年度の会場予
約抽選会がありました。ＷＡＣＮＥＴ．は来年 4 月のアールブリ
ュットの展覧会の会場を予約しました。ＷＡＣ代表が抽選のくじ
を引き、見事一回目の抽選で会場の予約当選しました。

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（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
5 日（木）26 日（木）ＷＡＣＮＥＴ．法人説明会（カリオンビル）
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)
9 日（月）10 日(火)11 日（水）有志石垣島研修旅行
12 日（木）映画ファンの会
14 日（土）歌カフェ 13:30～（WAC アグリカフェ）
17 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
19 日（木）第 84 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
19 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
25 日（水）クリスマス会
27 日（金）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺
28 日（土）大掃除、忘年会

編集後記
師走である。まもなく 2 つのプロジェクトの締切が迫る。一つは「ト
ヨハシブリュット」今年がスタートの作品募集企画 12 月 29 日。もう一
つが 10 年目を迎える「とよはし音楽祭」12 月 10 日。どちらも全国発信
のイベントで、トヨハシブリュットに至ってはアジア圏が射程にあり初
めて英語でのフライアーも作成した。しかし残念ながら地元及び県内の
応募者は非常に少ない。私たちがめざす共生社会、ひとりひとりの個性
が尊重される社会の実現はいつに・・・ ADHD（注意欠如多動性障害）
野口英世、さくらももこ（ちびまるこ）
、黒柳徹子（トットちゃん）
、水
木しげる（鬼太郎）
、マーク・トウェイン（トムソーヤ）
、コナン・ドイ
ル（シャーロック・ホームズ） ASD（自閉症スペクトラム）山下清（裸
の大将）
、大村益次郎（花神）
、江戸川乱歩（怪人二十面相）ダーウィン
、岡村
（進化論）
、アインシュタイン 統合失調症 中原中也（山羊の歌）
隆史、玉置浩二、ASKA、マイケル・ジャクソン、JD サリンジャー（ライ
麦畑でつかまえて）
、うつ病 漱石（こころ）
、芥川龍之介（羅生門）
、ヘ
ミングウェイ（老人と海）
。私たちは問われている「空気が読めない」人々
をいかに社会で生かせるか。
2019.11.30 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
このＷＡＣＮＥＴ.ＬＥＴＴＥＲは障がい者が主役。毎号障がいスタッフがデザイン・編集に携わり制作しています。

