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開催されました
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第 9 回「一枚のはがき」の
回「一枚のはがき」の
受賞作が決定しました
受賞作が決定しました
銀賞
「大好き☆
七夕祭り」
山 本 悠 宮
（青森県
八戸市）

銅賞
「自然が
きれい」
安 藤 健 翔
（愛知県
一宮市）

金賞 「犬山市が東京
都にあったなら」大鹿
12 月 5 日（木）と 26 日（木）に松葉町のカリオンビルでＷＡＣＮ ひかる（愛知県犬山市）
ＥＴ．法人説明会が開催されました。障がい者でお仕事を探してい 審査員特別賞 「夕やけのまち」大石友貴（香川県丸亀市）
「外国」伴和美（愛知県一宮市）
る方々を対象とした説明会で数多くの方が来場されました。当日は、
「時計のあるまち」山谷京太郎（青森県おいらせ町）
ＷＡＣＮＥＴ．代表の加藤政実のセミナーがあり、お仕事に関する
相談コーナーが設けられました。皆さん熱心にお話しを聞いていま チャレンジ賞 「温泉と川のある町」熊谷耕成（愛知県豊橋市）
「架空の村」Ｋ．Ｒ．（愛知県一宮市）
した。2020 年 1 月 7 日（火）と 29 日（水）には、ＷＡＣＮＥＴ．で
「お花の街」蜂屋竜馬（愛知県井一宮市）
職員を募集するための法人説明会が開催されます。是非お越し下さ
「スカイツリー」桑田晃（愛知県一宮市）

い。
次回テーマ「私の好きなたべもの」お待ちしています！！
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ここにこ夢フェスティバル
に出店しました

石巻山に
石巻山に石山美術館をつくろう！
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豊橋市のシンボル山として有
名な石巻山にある元旅館を改
装し、障がい者アート作品を常
時展示する美術館をつくる計
画をしています。
しかし、改装資金がまだまだ不
足している状態です。つきまし
ては、寄付を募集します。1 口
5,000 円から寄付を受け付け
ています。設備関連の現物支給
お受けいたします。よろしくお
願いします。
詳しくはお尋ね下さい。
担当：鈴木 ℡0532-52-4315

12 月 8 日（日）に、松葉町のココニコこども未来館で夢フェス
ティバルが開催されました。ＷＡＣＮＥＴ．からは移動販売車
ＷＡＣ号ともったいないファクトリーのバザーを出店しまし
た。当日は天気も良く、大勢の方々が来場されました。ＷＡＣ号
はカレーライスを販売し、早々と完売しました。バザーは衣料
品を販売し、こちらも売れ行きは好調でした。

１２月活動報告

こんなことしました
こんなことしました！

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

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

１月活動予定
月活動予定

こんなことします！

3 日（金）4 日(土)那智勝浦研修旅行
6 日（月）新年おしるこの会
6 日 13 日 20 日 27 日（月）地域ボランティアの日
7 日 14 日 21 日 28 日（火）ハートセンター市
7 日（火）29 日（水）ＷＡＣＮＥＴ．法人説明会（カリオンビル）
8 日（水）全体集会 15:30～（WAC ビル 1F）
10 日 17 日 24 日 31 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
10 日 24 日（木）映画ファンの会
11 日 25 日（土）歌カフェ 13:30～（WAC アグリカフェ）
15 日（水）第 84 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
21 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
23 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
30 日（金）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺

編集後記
あけましておめでとうございます。オリンピックイヤーの 2020 年がいよ
いよ始まる。昨年初頭 SDGs の17 のゴールの内、法人の基本方針として次の
項目を選択した。１.あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困
貧困を終わらせる。
貧困
２.飢餓を終わらせ、食料安全保障と栄養改善を達成するとともに、持続可
能な農業
農業を推進する。３.あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活
健康的な生活を保障
農業
健康的な生活
し、福祉を促進する。４.すべての人にインクルーシブかつ公平で質の高い
８．すべての人のための持続的、
教育を保障し、生涯学習の機会を促進する。
生涯学習の機会
インクルーシブかつ持続可能な経済成長生産的な完全雇用とディーセント
完全雇用とディーセント・
ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する。
ワーク
この達成目標である 2030 年を、私たちの法人目標として昨年 10 月 5 日
20 周年を機に「WACNET.Vision
WACNET.Vision to 2030」
2030」として発表。「愛は国境を越えて
いく 地域のしあわせ！世界のしあわせ!」
をテーマに、
この地域にこだわり、
人にこだわり、多様性社会の推進とともに、共生型生活圏コニュニティーの
創造をめざす。
今年も何があってもへこたれず牛歩のごとく歩み続ける決意
である。
2019.12.31 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
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。

