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ＷＡＣプラスへ！あなたの生活を守ります。
守ります。

トピックスⅠ

今後長期に渡り今の状況が続くことが予想されるコロナ禍の後遺症。
結果、住む場所が見つからない！仕事がない。食事に困った。ひとりぼっち
になり、周りの支援者がいない。このような場合、住む場所から、公的サー
ビスの導入（年金、生活保護、障害者手帳、後見、身元保証、自立支援医療）
などあらゆる手段を用いて、貴方を守り、困った人たちを守ります。
Tel0532-52-4315 Fax0532-56-0702 Mail wac-net@hotmail.co.jp まで
ご連絡ください！！

トピックスⅡ
トピックスⅡ

コロナ禍のこの時期に
家族のきずなを深めよう！

何かとコロナ騒動もあり家にいる時間が長くなるこの時期に
家族一緒になり家の片付けをして過ごしてみませんか。
必要なモノと不要なモノを選別して
私どもが運営するもったいない
もったいないファクトリー
もったいないファクトリーへ届けます。
ファクトリー
この不要となったモノたちは、国内では、生活保護世帯の子どもたちや
高齢者に届けられます。海外へは、ミャンマー、バングラデシュなど東
南アジアの国々へ、モノは商品として再販されその一部は、孤児院の１
食分の食事代に変わり、一部は、貧しい子どもたちの教育支援に回りま
す。その結果、家の中は暮らしやすくなり、
一緒に過ごした時間は、家族の絆を強くします。
モノを大切に使うという日本人の
「もったいないスピリット」は今の私たちの時代によみがえります。
※もったいないファクトリーは、現在コロナ禍のため休業中です。
持込は本部 WAC ビル 南瓦町 14－1 0532－52－4315 まで

※5 月1 日より従来のWAC 総合相談所は名称を「WAC＋」に改めました。
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ＷＡＣスタッフ
として働きませんか
コロナウイルス対策
として働きませんか？
働きませんか？

トピックスⅣ
トピックスⅣ

7 月 1 日から、第 2 回トヨハシブリ
ュットアートコンテストの募集が始
まります。①自由部門②「旅の重さ、
輝き、ええじゃないか！」の 2 部門
で募集します。絵画等平面作品、オ
ブジェ等立体作品を募集します。一
次審査として画像データとエントリ
ーシートで審査を行います。締め切
りは 12 月 21 日（月）です。ふるっ
てご応募ください。
送付先＆お問合せ先
豊橋市南瓦町 14-1 ＷＡＣビル 2F
特定非営利活動法人
福祉住環境地域センター
TEL 0532-53-4315 担当：鈴木

ＷＡＣＮＥＴ．ではコロナウイルス対策として消毒液を使用し、
手の触れたところなどを拭いて消毒をしています。その他外か
ら建物に入る際は必ず石鹸で５秒以上の手洗いをお願いしてい
ます。アグリカフェには消毒用アルコールを用意し、手の消毒
をお願いしています。

４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（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）
30 日（木）
「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。
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ＷＡＣスタッフ
東陽中学校の生徒さんが
東陽中学校の生徒さんが
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施設訪問に来ました
来ました
施設訪問にとして働きませんか

拝啓、遠くの山々も澄みきった青空に映える季節となりまし
た。皆様お元気にお過ごしでしょうか。
先日の福祉施設訪問では、たいへんお忙しい中、私たちのため
に、お時間をさいていただき、ありがとうございました。
私が特に心に残ったことは、レクリエーションでの活動です。
みんな１人１人がしっかり問題に答えてくれたので、思った以上
にうれしくて、一生懸命作った「かい」がありました。
このような福祉は、他の人への気づかいが大切だと学びました。
これからもお体に気をつけてお仕事頑張ってください。
このたびは、誠にありがとうございました。
敬具
東陽中学校１年Ｎ．Ｓ．
なかなか先が見えて来ませんが学生の
なかなか 先が見えて来ませんが学生の
みなさんも家の中でできることを
ことを探し
みなさんも家の中でできる
ことを 探し
て再開を待ちましょう！

第 2 回トヨハシブリュット
アートコンテスト募集開始！
アートコンテスト募集開始！

５月活動予定
月活動予定

こんなことします！

1 日 8 日 15 日 22 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
5 日 12 日 19 日 26 日（火）ハートセンター市
6 日（水・祝）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）
11 日（月）ＷＡＣＮＥＴ．法人説明会
14 日 21 日（木）映画ファンの会
19 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
20 日（水）第 92 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
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

編集後記
ゴールデンウイーク！わが家の庭は春たけなわ青い空にゆったり雲が浮
かぶ。
さくらや例年より花がみごとな五月が咲き、
日常の風景がそこにある。
しかし、一歩外に出れば車は少なめ、街はシャッターで閉まり、ほとんどの
人はマスクを装備している。新型コロナウイルスの脅威を、日増しに身近に
感じる日々が続く。 世界の感染者①2,898,703 人死者②203,043 人、アメ
リカ①939,249 人②53,934 人、ＥＵ①887,410 人②92,617 人英国①145,569
人②20,381 人中国①83,909 人②4,636 人日本①13,231 人②360 人韓国①
10,702 人②240 人（米ジョンズ・ポプキンス大まとめ4/26）中国と韓国は3
週間前と比べて微増。アメリカは約3 倍増。日本と韓国の順位は逆転。日本
は急増、東京都①3,581 人②87 人、愛知県①457 人②29 人。しかしながら豊
橋は感染者 7 人死者 1 人に落ち着いている。 私たちが今できることは障
がい者を安全に守ること。
休日になると自由を欲する彼らにケアを少し厚く
する。21 日からおふくともったいない店舗は休業。日中活動先とグループ
ホームには、利用者へのマスクの配布、次亜塩素酸水の配備と使い方、石鹸
手洗いの励行指導を行う。
いつどこで発生するかわからない脅威に対して本
番モードに突入した。
2020.04.27 加藤政実
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