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第 10 回「一枚のはがき」の
審査会が開催されました
が開催されました
審査会

11 月 23 日（月・祝）にＷＡＣＮＥＴ．法人説明会が開催されま
した。当日は当法人での仕事に興味をお持ちの方が来所されま
した。当法人代表との相談会が行われ、当法人の業務内容など
について説明を受けられていました。11 月 30 日（月）と 12 月
5 日（土）にも開催されます。興味のある方はお問合せくださ
い。TEL 0532-52-4315 担当：鈴木

11 月 17 日（火）に第 10 回「一枚のはがき」アートコンテスト
の審査会が行われました。今回は計 896 枚の作品が応募されま
した、北は北海道から南は鹿児島まで全国から応募がありまし
た。その中から金賞、銀賞等各賞入賞 11 点と佳作 22 点が選出
されました。
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スタッフ紹介

今回はおひさまこども保育園の伴
紹介です。

愛果さんの

◎出身・・・・・・・静岡県富士市
◎星座・・・・・・・魚座
◎モットー・・・・・自分を楽しみがら働く
◎好きな食べ物・・・たこやき
◎好きなこと・・・・音楽鑑賞（ボン・ジョビが好き）

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

冬が近づき、風のある日は寒さが身にしみるようになりまし
た。みなさんおげんきですか。
先日は、現場実習でお世話になりました。
農作業や大葉の検品作業をさせていただきました。
コンバインを使うのは初めてでしたが、使い方をわかりやす
く教えていただきありがとうございました。
実習で教えていただいた人に気をつかうことを学校でもがん
ばります。
本格的に冬を迎えます。体調に気をつけ、お仕事をがんばって
ください。
瀬戸つばさ特別支援学校 Ｊ．Ｔ．

◎好きなタレント・・菅田将暉、米津玄師
◎ひとこと・・・・・笑いのあふれる保育園です。
いつでも見学に来てください！

１１月活動報告

こんなことしました
こんなことしました！

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）
17 日（火）第 10 回「一枚のはがき」審査会
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
※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。

１２月活動予定
月活動予定

こんなことします！

1 日 8 日 15 日 22 日（火）ハートセンター市
2 日（水）全体集会 13:30～（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）
29 日（火）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺
29 日（火）大掃除、仕事納め

ＷＡＣスタッフ

福祉の窓口
ワンストップ相談
福祉の窓口 ＷＡＣプラス
ＷＡＣプラスとして働きませ
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
福祉の窓
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福祉の
福祉の窓
口「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
プラス」
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！

11 月 3 連休の 21 日、久しぶりに名古屋に出かけた。JR 名古屋駅の賑
わいそれに続く建物群。人出はコロナ前に戻っていた。暖冬の中、少し
寒さが戻ってきたこの頃コロナ３波がやって来ている。東京は日々５０
０人超え、名古屋は２００人超えが続く、Go To トラベルキャンペーン
の東京発着には、誰もが疑問を持っていたはずである。人よりも経済を
優先するこの国は、何かがおかしい！今まで感染者が少なかった静岡県
も今や１日５０人規模。落ち着いていた豊橋市も今では累計２３１人に
□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 なる。現在の世界の感染者は①59,762,055 人死者②1,409,301 人、アメ
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 リカ①12,591,165 人②259,925 人、インド①9,222,216 人②134,699 人
フリーダイヤル０１２０－４６３－５４０
ブラジル①6,118,708 人②170,115 人フランス①2,206,126 人②10,186
ＳＯＳ相談ホットライン
人（①感染者②死者、米ジョンズ・ポプキンス大まとめ 11/25）日本①137,684
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)
人②2,036 人東京都①38,598 人②482 人、愛知県①9,202 人②113 人。強
※年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日休館
いて言えば重症化率が当初の 3 割から 1 割に軽減された。しかし、高齢
事務所
豊橋市南瓦町 14-1WAC ビル２F
者や持病のある方、障がい者には厳しい冬がやってくる。タフに生き抜
Tel0532-52-4315 Fax0532-56-0702 Email info@wacnet.jp
いていこう！！
2020.11.26 加藤政実
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