トピックスⅠ

第 1 回トヨハシブリュット作品展に
トヨハシブリュット作品展に
金賞の早川さん
金賞の早川さん御一行
早川さん御一行来場
御一行来場！
来場！

第 1 回の金賞を獲得された早川拓馬サンが作品展にはるばる三
重県から来場されました。
（写真左）同じく三重県から福田優飛
サンも来場されました。（写真右）。福田サンは以前ＷＡＣアグ
リカフェで個展を開きました。二人とも素晴らしい作品を応募
していただきありがとうございました。

トピックスⅢ
トピックスⅢ

瀬戸つばさ特別支援学校の
瀬戸つばさ特別支援学校の生徒
特別支援学校の生徒
さんが体験学習に来ました

トピックスⅡ

来年のアールブリュット第
来年のアールブリュット第 10 回アウト
サイダーアートの会場が
会場が決まりました
サイダーアートの
会場が決まりました

10 月 25 日（日）10 時から豊橋市美術博物館で来年度の会場抽
選会が行われました。2021 年は 2/6(土)第 11 回とよはし音楽祭
―豊橋市民文化会館、そして 4/6(火)～11(日)第 10 回アウトサ
イダーアート 2021 豊橋―メイン会場豊橋市美術博物館に決ま
り、これから企画をまとめて行きます。乞うご期待！！

トピックスⅣ
トピックスⅣ
バリナビＴＶ放送中！！
バリナビＴＶ放送中！！

Youtube で”バリナビＴＶ”というチャンネルで番組を放送し
ています。メンバーのＨサンが中心となってＷＡＣビル 3F のス
瀬戸つばさ特別支援学校のＪ．Ｔ．サンが体験学習に来ました。 タジオで収録しています。10 月 24 日現在 493 回を数えます。足
もったいないファクトリーとＷＡＣ農園で就労体験をしまし かけ 10 年になります。500 回、1000 回とこれからも頑張りま
す！！Youtube で”バリナビＴＶ”と検索して下さい！！
た。卒業後はＷＡＣの仲間になってくれたら良いです！！

１０月活動報告
１０月活動報告

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（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）
～12 日（月）第1回トヨハシブリュットアートコンテスト作品展＠名豊ギャラリー
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
※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。

１１月活動予定
月活動予定

こんなことします！

3 日 10 日 17 日 24 日（火）ハートセンター市
4 日（水）全体集会 15:30～（WAC ビル 1F）
6 日 13 日 20 日 27 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
11 日 25 日（水）絵画教室（みんなの居笑）
12 日 26 日（木）映画ファンの会
14 日 28 日（土）歌カフェ 13:30～（WAC アグリカフェ）
17 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
18 日（水）第 96 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）
26 日（木）W.P.B.打楽器練習（WAC ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｼﾞｵ）
30 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！

秋空が戻って来ている。晴れ間が続き気持ちの良い空気が漂い行楽と
スポーツと読書の秋。コロナ禍が続く、政府が東京発着の Go To トラベ
ルキャンペーンとビジネスの海外からの入国を許可してから 3 週間が過
ぎた。ベトナムなど研修生の来日も進んでいる。大丈夫だろうか！年内
大きな感染の動きがでないことを祈る。欧州では 2 波が始まっている。
日毎東京は 200 人以内国内で 400 人～500 人で推移している。20 日の
TV「ガイアの夜明け」で台湾のコロナ対策の現況が報告された。親日の
台湾が起こす日本ブーム。現在は飲食で売上 20％UP、日本のファースト
□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
フード駅弁、回転寿司など進出ラッシュが続く。台湾は現在感染者 550
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
名死者 7 名。何が違うのか。前副総統 陳建仁氏と最前線の指揮官 陳時
フリーダイヤル０１２０－４６３－５４０
中氏の 2 トップの活躍①初動の速さ②情報の透明性③政治への信頼にあ
ＳＯＳ相談ホットライン
ＳＯＳ相談ホットライン ０９０－８５４５－０１１０
０９０－８５４５－０１１０
った。見習うべきは日本、がんばれ日本！感染者数 95,959 人死者 1719
開館日時 月曜日～土曜日 9：30～19：00(予約制)
人。現在の世界の感染者は①42,614,486
人死者②1,149,795 人、アメリ
※年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日休館
カ①8,576,631 人②224,899 人、インド①7,864,811 人②118,534 人ブラ
事務所
豊橋市南瓦町 14-1WAC ビル２F
ジル①5,380,635 人②156,903 人（①感染者②死者、米ジョンズ・ポプキンス
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