トピックスⅠ

8 月 13 日（木）に
お楽しみ会が
お楽しみ会が開催され
開催されました
されました

8 月 13 日（木）に WAC アグリカフェでメンバーのお楽しみ会
が開催されました。コロナウイルス対策として密にならないよ
うに 2 組に分かれて開催しました。内容は食事とゲームで、食
事はカレーライスとアイスクリームを食べ、ゲームはビンゴゲ
ームをやりました。賞品はお菓子の詰め合わせ。みんな久々の
イベントを楽しんでいました。
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トピックスⅡ
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アトリエ ViVi とその仲間たち
とその仲間たち展
仲間たち展
開催中です！！
開催中です！！

ＷＡＣアグリカフェでは現在「アトリエ ViVi とその仲間たち展」を開
催中です。アトリエ ViVi ＯＢの杉本実保さん、高田誠さん、河合孝
昌さん、鈴木勝さん、熊谷耕成さんの作品も展示しています。
是非ご覧下さい！！
期間―9
期間―9 月 1 日（火）～9
（火）～9 月 30 日（水）

トピックスⅣ
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中学校の
中学校の生徒さんが
福祉体験学習に来ました

今回は生活介護（アトリエ ViVi）のスタッフ佐藤美優さんの
紹介です。
◎出身・・・・・・豊橋市
◎星座・・・・・・かに座
◎モットー・・・・人に剛臆なく、気に進退あり
◎好きな食べ物・・刺身
◎すきなこと・・・旅行
◎好きなタレント・official 髭男 dism
◎ひとこと
皆さん是非遊びに来て下さいね！！

ＷＡＣについたらまずあいさつをしてＷＡＣの活動している
ことを教えてもらいました。ＷＡＣの活動していることを体験
しました。ＷＡＣが育てている野菜の大葉を一枚、一枚重ねまし
た。職員に教えて貰ったので、スムーズにできました。その次の
所が「みんなの居笑」でした。最初はレクができるのか不安でし
たけどみんなで仲良くできたのでうれしかったです。
僕がこのＷＡＣについて思ったことは、この職員の人たちは
いつも大変なことをしていました。買物に行った時に見守りや
障がいな人たちに優しくしていました。でも、職員の人達が笑っ
ているのが一番よかったと思いました。仕事を好きでやること
が分かりました。
Ａ．Ｔ．

８月活動報告

９月活動予定
月活動予定

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 26 日（水）絵画教室（みんなの居笑）
13 日（木）お楽しみ会
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
※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。

こんなことします！

1 日 8 日 15 日 22 日 29 日（火）ハートセンター市
2 日（水）全体集会 15:30～（WAC ビル 1F）
4 日 11 日 18 日 25 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
9 日 23 日（水）絵画教室（みんなの居笑）
10 日 24 日（木）映画ファンの会
12 日 26 日（土）歌カフェ 13:30～（WAC アグリカフェ）
15 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
16 日（水）第 96 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
17 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
24 日（木）W.P.B.打楽器練習（WAC ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｼﾞｵ）
30 日（水）
「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！

一年後の8 月25 日は、東京パラリンピックの開会式が行われる。今日、台風
8 号は沖縄地方を直撃。暴風雨で50 年に一度の大雨を降らす。一方豊橋では、
ひと頃のピークは過ぎたが、まだ35°の熱波が続く。感染者は現在59 名で1 ヶ
月前の3.4 倍。身近なお店にコロナの発生者が生まれている。
一方現在の世界の感染者は①23,424,844 人死者②808,716 人、アメリカ①
5,703,561 人②176,808 人、ブラジル①3,605,783 人②114,744 人インド①
3,106,348 人②57,542 人ロシア①954,328 人②16,341 人（①感染者②死者、米
□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 ジョンズ・ポプキンス大まとめ8/24）
日本①62,443 人②1,200 人東京都①19,428
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 人②350 人、愛知県①4,232 人②57 人、豊橋市①59 名②5 名。
パラリンピックをめざすアスリートにとり、コロナ禍は大きな試練になる。下
フリーダイヤル０１２０－４６３－５４０
ＳＯＳ相談ホットライン
半身マヒで車椅子を使う選手は、肺機能が弱い場合があり、感染すれば重度化の
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)
リスクもある。視覚障害では、三密を確認するのが難しく、街なかの手すりや点
字表示板にふれるのも感染リスクを高めてしまう。また、2 月から6 月にかけて
※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
企業に解雇された障害者は全国で約1100 人。前年同期より16％増えた。共生社
Tel0532-52-4315 Fax0532-56-0702 Email info@wacnet.jp
会は、健常者と障がい者の出会いから始まる。
2020.08.25 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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