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ＷＡＣスタッフ
石巻山に
石巻山に石山美術館をつくろう！
として働きませんか
として働きませんか？
働きませんか？

第 10 回「一枚のはがき」
募集開始！！
募集開始！！
第 10 回「一枚のはがき」アートコ
ンテストの作品募集が始まりま
す。テーマは「私の好きなたべも
の」です。障がいをお持ちの方なら
誰でも応募できます。はがき片面
にクレヨン、水彩画等を使い自由
に表現ください。募集期間は 2020
年 5 月 1 日（金）～2020 年 10 月
31 日（土）です。
申込先 〒440-0823
豊橋市南瓦町 14-1 WACNET.内
TEL 0532-52-4315
FAX 0532-56-0702
Email wac-net@hotmail.co.jp

２月活動報告

こんなことしました
こんなことしました！

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 89 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

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

第 10 回とよはし音楽祭が
開催されました
開催されました

2 月 15 日（土）に豊橋市民文化会館で第 10 回とよはし音楽祭が
開催されました。全部門、作詞、作曲の各部門計 13 作品がノミネ
ートされました。
名古屋市出身の有馬拓也さんの
「俺の名は y.o.u.」
というラップの曲がグランプリに輝きました（写真中央）
。その他
ゲストコーナーでは、福島県在住の口笛奏者高木満理子さん（写真
右）と豊橋信用金庫で結成されたシンキンズバンドと W.P.B.（WAC
パーカッションバンド）と WAC 合唱団が演奏を披露しました。この
模様は後日 Youtube で配信予定です。Youtube で”バリナビ TV“と
検索し、”第 10 回とよはし音楽祭”の動画を選んでください！

豊橋市のシンボル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。寄付を大募集します。1 口
5,000 円から受付中！設備関連の現物支給も受付
中！詳しくはＱＲコードからお願いします。

トピックスⅢ
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トピックスⅡ
トピックスⅡ

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
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もったいないファクトリーに
もったいないファクトリーに
自販機が設置されました
が設置されました
自販機

もったいないファクトリーの店舗裏口に WACNET の自販機が設置
されました。障がい者自立支援ベンダーです。1 本買うと 10 円が
地域の障がい者の支援に役立ちます。手軽に社会貢献が出来る仕
組みになっていますので是非皆さんご利用してください！

３月活動予定
月活動予定

こんなことします！

3 日 10 日 17 日 24 日（火）ハートセンター市
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)
11 日（水）第 90 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
12 日 26 日（木）映画ファンの会
14 日 28 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）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
23 日（月）～4 月 5 日（日）
トヨハシブリュット作品展（名豊ギャラリー）
31 日（火）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺

編集後記
予想が的中してしまった。新型コロナウイルス中国本土（感染者7 万8497 人
死者2744 人）日本（感染者894 名死者7 人）
、韓国（感染者1766 人死者13 人）
と多数の感染者が発生している。日本にこれほどまでに影響を与えている事例
はめずらしい。世界が狭くなったというか。グローバル化したというか。一方ア
メリカではインフルエンザA型が猛威を振るう。
（感染者2900万人死者1万6000
人2/28 現在）感染症の歴史は古い。14 世紀のペスト、20 世紀のスペイン風邪、
天然痘、コレラ、結核、SARS、エイズなど最近では、2014 年西アフリカから始
まったエボラ出血熱の大流行は、世界に衝撃を与えた。感染力は極めて強く、内
臓が溶けて全身から血を噴き出して死んでいく悲惨な症状で、死亡率は 90％に
達していた。微生物が人や動物など宿主に寄生し、そこで増殖することを「感
染」といい、宿主に起こる病気を「感染症」という。人類の発展自然破壊は、彼
ら微生物にとっては天敵である。アフリカでも中国でも都市化が進み、森がなく
なり、そこに生息するネズミやコウモリなどに寄生して我々に挑む。幼児や貧し
いこどもたち、病弱な高齢者、障がい者など弱い人たちから狙われていく。せめ
て私たちが今できることは、生きる環境を整え、衣食住を整え、免疫力を高め、
しばし風が通り過ぎるのを待つことなのか。
2020.02.29 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。

