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第 1 回トヨハシブリュット
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1 月 7 日（火）の 18:30 から、WAC ビル 3F にて、第 1 回トヨハシブ
リュットの審査会が開催されました。8 名の審査員で 70 点余りの
作品を審査しました。大きな額縁に入った作品や、陶器等のオブジ
ェ作品等力作が勢ぞろいしていました。審査員の方々の投票と話し
合いで入賞作品は決まりました。全国からの沢山のご応募ありがと
うございました。応募作品は 3 月 28 日（土）～4 月 5 日（日）まで
豊橋駅前開発ビルの名豊ギャラリーで展示致します。その後入賞作
品に限り、4 月 9 日（木）～4 月 12 日（日）まで、豊橋市美術博物
館で展示致します。
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第 10 回とよはし音楽祭
審査会が開催されました
審査会が開催されました

1 月 8 日（水）の 13:30 から、WAC ビル 2F にて、第 10 回とよは
し音楽祭の審査会が開催されました。沢山の応募作品の中から厳
正な審査の上、計 13 作品がノミネートされました。第 10 回とよ
はし音楽祭は 2 月 15 日（土）の 13:00～16:00、豊橋市民文化会
館大ホールで開催されます。是非お越し下さい。入場は無料で整
理券を配布しています。TEL 0532-52-4315 担当：前川
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新年 1 月 1 日元旦の 11:00 より、バ
リナビ TV（Vol.480）を放送しました。
メンバー8 人がゲストとして参加し、
今年の抱負等を語りました。ご覧に
なるには“youtube”で”バリナビＴ
Ｖ”と検索して下さい。

1 月 6 日（月）は今年最初のＷＡＣ開所日でした。15:30 から
新年の挨拶のミーティングがあり、そのあと 16:00 から WAC ア
グリカフェで新年お汁粉の会が行われました。豆から手作りの
お汁粉でメンバー達は皆美味しそうにお汁粉を食べていまし
た。今年 1 年また心機一転メンバー一同頑張って行きます。

１月活動報告

２月活動予定
月活動予定

こんなことしました
こんなことしました！

1 日（水・祝）バリナビ TV 新春放送
3 日（金）4 日(土)那智勝浦研修旅行
4 日（土）2020 年事業方針発表
6 日（月）新年おしるこの会
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

おひさまこども保育園
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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

こんなことします！

5 日（水）全体集会 15:30～（WAC ビル 1F）
4 日 11 日 18 日 25 日（火）ハートセンター市
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）
12 日（水）第 84 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
15 日（土）第 10 回とよはし音楽祭（豊橋市民文化会館）
13 日 27 日（木）映画ファンの会
18 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
20 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
28 日（金）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺

編集後記
最近は日本でも中国人で溢れる。
中国湖北省武漢市で発生した新型コロナ
ウイルス（新型肺炎患者7711 人、死者170 名1/30 現在）は日本に大影響が
でるのか。中部空港はじめ国内の直行便は運行停止。この春節（旧正月）は
日本でも帰省や家族旅行を楽しむように中国でも大移動期間である。一方、
日本は極端な暖冬。我が家の梅も咲いた。1 月に季節がわりの雨降りが続く。
大寒を過ぎても寒くはならない。環境は人間の体にも悪影響を与えている。
スイス東部で21 日開幕したダボス会議、世界経済フォーラムは、世界118
カ国から首脳や経営者が参加。世界経済の減速や気候変動、貧富の格差拡大
などにどのように立ち向かうか。50 回目となる今回「ステークホルダー（利
害関係者）がつくる持続可能で結束した社会」政府、企業、従業員や顧客、
地域社会が一体となって問題解決に向けて行動し、
すべての利害関係者に恩
恵が行き渡る社会をめざす。そんなメッセージが発信された。資本主義がめ
ざした株主第一主義から格差是正や環境問題への貢献により長期的な成長
をめざす「ステークホルダー資本主義」に再定義された。日本の先哲たちが
めざしたカンパニーのあり方が未来としたら、
私たちがめざすのは基本に戻
ることだろう。
2020.01.31 加藤政実
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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。

