トピックスⅠ

石巻山の石山荘に
石巻山の石山荘に
美術館をつく
美術館をつくる運動
をつくる運動の看板設置
る運動の看板設置!
の看板設置!

石巻山旧石山荘の一部を障がい者アートの発表
の場「石山美術館」
（Ｓｅｋｉｚａｎ Ｍｕｓｅｕ
ｍ）をつくる運動の予定場所に案内看板を設置し
ました。多くの市民の方からの温かいご寄付をお
願いします。近くにはＷＡＣＮＥＴ．自販機も新
www.wacnet.jp
しく設置しました。いよいよ始まります!!
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厚生労働省
ＷＡＣスタッフ
厚生労働省から
労働省から
として働きませんか
として働きませんか？
働きませんか？
マスクを頂きました
頂きました
マスクを
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ＷＡＣアグリカフェにて、希望の園（三重県松阪市）所属のア
ーティストＨａｔｃｈサンの個展を開催中です。8 月 8 日
（土）まで展示しています。写真右は「尊厳のあるライオン」
です。その他全 14 作品を是非生でご覧になって下さい！！

トピックスⅣ
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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 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
8 日 22 日（水）絵画教室 13:30～（みんなの居笑）
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）W.P.B.打楽器練習（WAC ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｼﾞｵ）
31 日（金）
「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。

第 2 回トヨハシブリュット
トヨハシブリュットの
ブリュットの
問合せが各大使館よりありました
が各大使館よりありました
問合せ
各国の大使館にトヨハシブリュ
ット英語版のリーフレットを送
付したところ、早速問合せの手
紙がありました。ザンビアとガ
ーナからは招待への感謝と支援
の約束がありました。その他ア
フガニスタン大使館からの問い
合わせのメールも届きました。
また、世界のクラブハウスにも
２７０通発送済。これからが楽
しみです。

厚生労働省から布マスクを法人宛に送っていただきました。このマ
スクが必要な時期にありがたい贈り物です。職員、メンバーに配布
して大切に使いたいと思います。

７月活動報告

ＷＡＣアグリカフェにて
ＷＡＣアグリカフェにて
Hatch 作品展
作品展開催中です
開催中です!!
です!!

８月活動予定
月活動予定

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 26 日（水）絵画教室（みんなの居笑）
13 日（木）研修レクリエーション旅行（予定）
18 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
19 日（水）第 95 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
20 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
27 日（木）映画ファンの会
27 日（木）W.P.B.打楽器練習（WAC ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｼﾞｵ）
31 日（月）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺

ＷＡＣスタッフ

ＷＡＣプラス
ＷＡＣプラス

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
働きませ
として

編集後記

んか？
んか？
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「WAC プラ
ス」
。相談する方に寄り添い、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！

蝉の声がうるさく感じるこの時期、いつもは夏休みが始まり、祇園の花火
があり、プロ野球のオールスター戦、ビールを飲みながら TV 観戦する。し
かし、今は、コロナ禍と梅雨前線が停滞しながら夏を感じさせない日々が続
く。23 日愛知県で97 人（1 日の感染者数で過去最大）が感染した。
現在の世界の感染者①16,048,100 人死者②644,537 人、アメリカ①
4,178,027 人②146,460 人、ブラジル①2,394,513 人②86,449 人 インド①
1,385,635 人②32,060 人 ロシア①805,332 人②13,172 人（①感染者②死
□連携機関■市民後見センター■生活困窮者支援センター■たすけあい居住 者、米ジョンズ・ポプキンス大まとめ 6/26）日本①30,061 人②997 人 東
支援センター■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 京都①11,214 人②328 人、愛知県①1,092 人②35 人。豊橋①14 名②1 名。
コロナ禍の中、生活スタイルはいつもと変わらず、日曜日はお休みして、
フリーダイヤル０１２０－４６３－５４０
ＳＯＳ相談ホットライン
月曜日から土曜日は、
毎日9 時から20 時まではひたすら仕事？ただ最近は、
ＳＯＳ相談ホットライン ０９０－８５４５－０１１０
０９０－８５４５－０１１０
開館日時 月曜日～土曜日 9：30～19：00(予約制)
睡眠が 6 時間休めば充分なようで、以前のように 8 時間は必要ない。その
分、家での読書タイムが増えている。年初、月 15 冊を目標にしたが、現在
※年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日休館
事務所
豊橋市南瓦町 14-1WAC ビル２F
138 冊目リチャード・ウイルキンソンの「格差は心を壊す」を読破中。毎日
Tel0532-52-4315 Fax0532-56-0702 Email info@wacnet.jp
至福の時間が楽しみである。
2020.07.26 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。

