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新型コロナウイルスの影響により予
定しながら順延になっていた第 1 回
トヨハシブリュット作品展の日時が
決定しました。
詳細イベントスケジュ
ールは次回告知致します。
会期 ２０２０年９月２９日（火）
～１０月１２日（月）
会場 名豊ギャラリー
豊橋市駅前大通り 2 丁目 33-1
開発ビル 9F 入場無料
お問合せ
特定非営利活動法人福祉住環境地域センター
TEL 0532-52-4315 FAX 0532-56-0702
E-mail wac-net@hotmail.co.jp
担当：鈴木

第 1 回トヨハシブリュットの受賞者です。左が金賞の早川拓馬
サン「電車アズールシャープ」です。右が銅賞の安井海人サン。
作品名は「静か×３」です。
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定時起床定時就寝、しっかり身体を休めましょう。
１日 30 分以上は身体を動かしましょう。
外出時にはマスクを必ずしましょう。
夜間、お休みの日には不要な外出は控えましょう。
1.8 ﾒｰﾄﾙ以上のソーシャル ディスタンスを守りましょ
う。
６． 家に帰ったら、手洗い、うがい、検温をしましょう。

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 30 日（火）ハートセンター市
3 日（水）全体集会 15:30～（WAC ビル 1F）
3 日（水）ＷＡＣＮＥＴ．法人説明会
5 日 12 日 19 日 26 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
11 日 25 日（木）映画ファンの会
13 日 27 日（土）歌カフェ 13:30～（WAC アグリカフェ）
16 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
17 日（水）第 93 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
18 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
30 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。
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んか？
んか？
先日の福祉体験学習では、大変お忙しい中、親切に対応して
くださり、誠にありがとうございました。今回の福祉体験学習
で、貴重な体験をさせていただき、とても勉強になりました。
感謝の気持ちでいっぱいです。
特に保育園でいろいろおしえてくれたり、豆知識なども、た
くさん教えてくれてありがとうございました。すごく勉強にな
りました。私が心に残った言葉があります。それは「ここにい
る人たち、みんなゆうしゅうだよ。できる事は自分でするし、
言っている意味が分かっているから。
」と言っていたのをずっと
おぼえています。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。本当にあ
りがとうございました。
最後に、皆様のこれからの益々のご活躍とご健康をお祈り申
しあげます。
牟呂中学校 1 年 Ｎ．Ｆ

トヨハシブリュット
トヨハシブリュット
英語版 発行!!
発行!!
第 2 回トヨハシブリュットアートコ
ンテストリーフレットの英語版がで
きました。
アジアやヨーロッパやアメ
リカ等世界中から作品を募集します。
もちろん日本に在住の外国人の方も
応募可能です。
世界中からのご応募お
待ちしております。
募集期間 ２０２０年７月１日（水）
～１２月２１日（月）
お問合せ
特定非営利活動法人福祉住環境地域センター
TEL 0532-52-4315 FAX 0532-56-0702
E-mail wac-net@hotmail.co.jp
担当：鈴木

ＷＡＣコロナ対策生活習慣
ＷＡＣコロナ対策生活習慣 6 か条

６月活動報告

名豊ギャラリー
名豊ギャラリー第
ギャラリー第 1 回トヨハシ
ブリュット作品展日
作品展日程
ブリュット
作品展日程決定!
決定!

７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 31 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
4 日（土）8 日（水）ＷＡＣＮＥＴ．法人説明会
7 日 14 日 21 日 28 日（火）ハートセンター市
9 日 23 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 94 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）
31 日（金）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺

編集後記
6 月雨降りは、楽しかった。雨はやさしかった。傘と長靴でメロディーを
刻みながら歩いた頃が懐かしい。でも今は寒暖の差、時々見舞われるゲリラ
豪雨と異常気象である。 19 日政府は、人の移動の制限を解除する、県境
移動解禁を発した。観光地、待ちわびた笑顔などコピーがおどる。しかし東
京は 35 人の感染者を出している。大丈夫なのか？世界の感染者は①
9,100,090 人死者②472,216 人、アメリカ①2,312,302 人②120,402 人、ブラ
ジル①1,106,470 人②51,271 人ロシア①591,465 人②8,196 人インド①
440,215 人②14,011 人（①感染者②死者、米ジョンズ・ポプキンス大まとめ
6/23）日本①17,680 人②965 人東京都①5,748 人②320 人、愛知県①519 人
②34 人。感染者の波は中国、ヨーロッパ、アメリカを経て南米、中東へ拡大
している。 今までの価値観、考え方、ライフスタイルを変える時がきて
いる。しかし社会は、過去に戻ろうとしている。集団から個人への大転換、
地球環境第一主義、オーガニックな生活、卑弥呼のような女性リーダー、若
者や障がい者がリードする社会。19 日は75 年前の豊橋空襲の日でもある。
B29 が飛来し市内は焼け野原624 人が亡くなった。時が過ぎれば忘れ去られ
る。歴史の教訓を生かせなければ意味がない。
2020.06.23 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
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