トピックスⅠ

海外から第 2 回トヨハシブリュットの応募作品が集まっ
て来ています。左の 2 作品と中央下の 2 作品はいずれも台
湾の台北市からの応募作品です。他にアメリカ、ニューヨ
ークからの応募も到着しました（中央上）。来年の展示会
が楽しみです。どこの国の誰がトップになるのかな！
国内のアーティストの方も、まだ間に合います。

トピックスⅢ
トピックスⅢ

第 1 回トヨハシブリュット作品展
トヨハシブリュット作品展開催中
作品展開催中！
開催中！
9/29～
/29～10/12

第 2 回トヨハシブリュット
海外から
から5
海外
から 5 名の応募がありました!
の応募がありました!

第 2 回トヨハシブリュット
応募期限 12 月 21 日
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として働きませんか
として働きませんか？
働きませんか？
スタッフ紹介
スタッフ紹介

トピックスⅣ
トピックスⅣ

第 1 回トヨハシブリュット作品展
トヨハシブリュット作品展
名豊ギャラリーで開催中
名豊ギャラリーで開催中！！
開催中！！
9 月 29 日（金）～
（金）～10 月 12 日（月）

中部中学校
中部中学校の
中学校の生徒さんが
福祉体験学習に来ました

◎出身・・・・・・豊橋市
◎星座・・・・・・おうし座
◎モットー・・・・笑う門には福来る
◎好きな食べ物・・肉類（焼肉）
◎好きなこと・・・音楽鑑賞（アニメソング）
◎好きなタレント・松重 豊（ドラマ「孤独のグルメ」
を見て好きになりました。
）
◎ひとこと
大葉のマイナスイオンに癒されています！

ＷＡＣワークステーションは障がい者を支援する所です。活
動内容は大葉を作る作業を手伝ったり、重い荷物をはこぶのを
手伝ったりしました。一時くらいから音楽の先生が来ました。僕
はタンバリンみたいな楽器で演奏しました。バチでならすと「ズ
ーン」と響くような音がしました。約一時間三十分演奏していた
けど、とても楽しかったです。
●ＷＡＣワークステーションで学んだこと
僕はこの活動を通して学んだことは、やっぱり世の中には僕た
ちみたいに普通に生活をするのが厳しい人達がいたり、支援が
必要とする人もいました。僕はそういう人達を見捨てずに、手助
けするのが大切だと思いました。また大きな声を出さないと聞
こえない人がいました。だからはっきり話すのは大事だと思い
ました。
豊橋市立中部中学校
Ｙ．Ｍ

９月活動報告

１０月活動
１０月活動予定
月活動予定

今回は軽作業グループ（大葉作業など）のスタッフ

岡本めぐみ
岡本めぐみさんの紹介です。

こんなことしました
こんなことしました！

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）
13 日（日）W.P.B.＆WAC 合唱団名古屋 Vio でライブ
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
※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！

2 日 9 日 16 日 23 日 30 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
6 日 13 日 20 日 27 日（火）ハートセンター市
7 日（水）全体集会 15:30～（WAC ビル 1F）
8 日 22 日（木）映画ファンの会
10 日 24 日（土）歌カフェ 13:30～（WAC アグリカフェ）
14 日 28 日（水）絵画教室（みんなの居笑）
20 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
21 日（水）第 96 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
22 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
22 日（木）W.P.B.打楽器練習（WAC ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｼﾞｵ）
30 日（金）
「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！

大型で強い台風 11 号が秋を呼び込み、空気が一気に変わった。今日も爽
やかな秋空が広がっている。先日、東名高速を走る機会があり、車の流れは
普通の風景に戻っていた。街ももとのにぎわいに戻っている。菅総理に政権
は変わり、東京発着の「Go to トラベルキャンペーン」が10 月1 日から解
禁される。また、政府は、10 月1 日から全世界からの入国を再開する。
今、グローバル化の波に乗る必要があるのか。経済優先よりも、一人ひとりの
幸せを実現する社会に未来がある気がするが、いかがなものだろうか。
□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
現在の世界の感染者は①31,605,656 人死者②970,934 人、アメリカ①
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 6,897,432 人②200,814 人、インド①5,646,010 人②90,020 人ブラジル①
フリーダイヤル０１２０－４６３－５４０
4,591,364 人②138,105 人ロシア①1,111,157 人②19,575 人（①感染者②死
ＳＯＳ相談ホットライン
者、米ジョンズ・ポプキンス大まとめ 9/23）日本①80,020 人②1,525 人東
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)
京都①24,453 人②392 人、愛知県①5,147 人②83 人、豊橋①72 人②7 名。
※年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日休館
統計から世界のコロナ感染上位国は、国内の格差が大きい国の順にあるように
事務所
豊橋市南瓦町 14-1WAC ビル２F
思える。国内でも、高齢者や障がい者、シングルマザーなどが、働き生活できる社
Tel0532-52-4315 Fax0532-56-0702 Email info@wacnet.jp
会をイメージしたい。福祉行政の変容が望まれる。
2020.09.24 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。

