障がい者の
ＷＡＣスタッフ
ための
障がい者の
コロナウイルス対策
として働きませんか
として働きませんか？
働きませんか？

トピックスⅠ

障がい者の場合でご自身で予防策を取るこ
とが出来ない場合はマスクや除菌等は傍に
付く介助車や家族がきちっと行なうと良い
です。微熱以上の発熱さえも通所を利用で
きないこともあるのでインフル対策からも
気を付けて下さい。

トピックスⅡ
トピックスⅡ

ぼくらはみんな生きている！
ぼくらはみんな生きている！
社会的ハンディを抱える方と市民がいっしょに創
社会的ハンディを抱える方と市民がいっしょに創
るミュージカル「
ミュージカル「ええじゃないかＲＥＩＷＡ」の
ええじゃないかＲＥＩＷＡ」の
サポーターを募集します。
2021 年秋の初演に向かい、舞台装置、衣装、企画ア
イデア、デザイン、ＳＮＳなど学生の方、働いている
方、高齢の方、経験を生かしたい、特技を生かしたい、
空いた時間をボランティアとして生かしてみません
か？プロボノ参加者も大歓迎です。
登録面接日／原則毎月第 1 土曜日午後 2 時～WAC
ビル2 階で行います。
※当日難しい方はお問い合わせ下さい。日程調整
させて頂きます。
お問合せ「ええじゃないか2020」プロジェクト実
行委員会 TEL 0532-52-4315
メールアドレス info@wacnet.jp

●三つの密を
●三つの密を避けて外出しましょう！
避けて外出しましょう！

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？

おひさまこども保育園
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

３月活動報告

こんなことしました
こんなことしました！

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）
31 日（火）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺
※新型コロナウイルスの影響により人が密集して集まるイベン
トは控えました。

ミュージカル「ええじゃないか
ミュージカル「ええじゃないか
ＲＥＩＷＡ」サポーター募集！
ＲＥＩＷＡ」サポーター募集！

トピックスⅢ
トピックスⅢ

牟呂中学校の方が
牟呂中学校の方が体験
の方が体験学習に
体験学習に
参加しました
しました
参加

今回の福祉体験学習では、貴重な体験をさせていただき、とても
勉強になりました。特に、私達が考えたレクリエーションを楽しく
遊んでくれたことが嬉しかったです。それに、おもてなしをしてく
ださってありがとうございました。あまり知らないことをＴサンが
おしえてくださったし、
「自由にしていいよ。
」などを言ってくれて
心が気持ち良かったです。
「みんなの居笑」にいた人たちは自分達で
好きなことをさがしたり、自分でやりたいことをしている、そんな
空間が良いとわたしは感心しました。みんなの居笑にいる人達みた
いに外にでて手紙などを届けることを運動にしているので私もそう
いう活動を生かしていきたいです。施設で生活している人を見て「心
温かい人たちだな」と思いました。ＷＡＣの人はみずから行事に参
加して作品を展示していてすごいと感じました。２階の部屋には美
術の作品がたくさん展示されていてすごかったです。今回の福祉体
験を通して、施設で生活している方々の様子や働いている方々の姿
を見せていただき、
「共に生きる」ということについて考えることが
できました。
牟呂中学校１年 Ｓ．Ｔ．

４月活動予定
月活動予定

こんなことします！

1 日（水）全体集会 15:30～（WAC ビル 1F）
3 日 10 日 17 日 24 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
7 日 14 日 21 日 28 日（火）ハートセンター市
7 日（火）～12 日（日）アールブリュット 2020 特別展示
9 日 23 日（木）映画ファンの会
11 日（土）歌カフェ 13:30～（WAC アグリカフェ）
15 日（水）第 90 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）
25 日（土）歌カフェスペシャル 13:30～（WAC アグリカフェ）
27 日（月）～5 月 10 日（日）第 1 回トヨハシブリュット作品展
29 日（水）名豊ギャラリー トーク＆ライブ
30 日（木）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺

ＷＡＣスタッフ

ＷＡＣ総合
ＷＡＣ総合相談
総合相談所
相談所

ワンストップ総合相談
トップ総合相談
ワンス
として働きませんか
働きませんか？
として
働きませんか？

編集後記

本当に困った時、どこに相談したら良いのか迷ってしまう。縦割り
「WAC 総
の今の社会の中で解決する仕組みを模索することで生まれた
合相談所」(WAC
合相談所」(WAC General Consulting Service)相談する方に寄り添
Service)
い、その方の解決すべき課題を、公的サービスとの連携を図りなが
らも、地域資源に該当するサービスがなければ NPO 法人として市民
自らがサービスを作り出し運営を行っています。WACNET.グループが
公的サービスと自主事業により相談窓口を開設しています！

「犯行動機は到底是認できないが、病的な思考ではない」3 月 16 日横浜地
裁は、相模原殺傷事件（2016 年7 月26 日障害者施設津久井やまゆり園で障
害者19 名死亡）の植松聖被告に完全能力を認めて死刑を言い渡した。
彼は、1990 年1 月20 日東京都日野市で一人っ子として生まれる。父は小
学校教員。地元小学校中学校から私立八王子実践高等学校に入学するが、県
立津久井高等学校定時制に転向する。その後、帝京大学文学部教育学科へ進
学、その頃から入れ墨やドラッグにはまり、教員免許こそ取得するが採用試
□連携機関 ■子ども若者支援センター■東三河権利擁護センター■市民後 験は不合格。
入れ墨が家族騒動となり両親は東京都八王子に引越す。
卒業後、
見センター■生活困窮者支援センター■たすけあい居住支援センター
自販機ディラーに就職。その後いくつかの職場を転々とし、2012 年12 月自
■東三河障がい者しごとセンター■WAC 地域生活支援センター
宅からほど近い津久井やまゆり園に就職する。 私たちは、今共生社会の
フリーダイヤル０１２０－４６３－５４０
実現に向かい歩みだしている。この事件の悲惨さは限りない。おぞましさは
開館日時 月曜日～土曜日 9：30～19：00(予約制)
拭いされない。亡くなられた障がい者のご両親の怒りはわかる。でもこのま
※年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日休館
ま終わって良いのか。地域コミュニティが崩壊し孤立していく個人、社会に
事務所
豊橋市南瓦町 14-1WAC ビル２F
存在する深層心理。私たち一人ひとりが心の内にある差別意識と向き合わ
Tel0532-52-4315 Fax0532-56-0702 Email info@wacnet.jp
ない限り、共生社会の実現は遠のく。
2020.03.30 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。

