トピックスⅠ

東三河ミライ新聞
東三河ミライ新聞
是非ご覧ください
是非ご覧ください！
ご覧ください！

福祉の窓口
福祉の窓口 ＷＡＣプラス
ＷＡＣプラス

ワンストップ相談

誰 ひとり取 り残 さない地
さない 地 域 社 会 をつくりたい！
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福祉の
福祉の窓
福祉の窓
。相談する方に寄り添い、その方の解決すべき課題
口「WAC プラス」
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！
フリーダイヤル０１２０－４６３－５４０
ＳＯＳ相談ホットライン
ＳＯＳ相談ホットライン ０９００９０-８５４５８５４５-０１１０
東三河の人と人とをつなぐ地域のプラットフォーム
東三河の人と人とをつなぐ地域のプラットフォーム
開館日時 月曜日～土曜日 10：00～19：00(予約制)
ひとりひとりのミライをしあわせにむけて進化させる装置として、
※年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日休館
人々の集いの場を創りました。
「東三河ミライ新聞」スタート
「東三河ミライ新聞」スタート！！
スタート！！ 事務所
豊橋市瓦町通 1 丁目 18
Tel0532-52-4315 0532-54-2666 Fax0532-56-0702
https://www.sdgswac.com
https://www.sdgswac.com

おひさまこども保育園

ＷＡＣスタッフ
として働きませんか
働きませんか？
として
働きませんか？

保育園の利用料
保育園の利用料
対象区分

月単価
(0 歳児)

月単価
(1・2 歳児)

法人内・
提携企業

18,000

17,500

地域・一般

36,000

35,000

備考
・月～日曜日
・7:30～18:30 のうち就
業時間中の保育
・保育料に給食代、おや
つ代は含みます。

◆1 日 4 時間、週 4 日、月 64 時間以上の利用
◆兄弟で入園の場合、2 人目以降は 5,000 円引き

保育士、調理師、栄養士、介護士、看護師など
WACNET.で働く女性を応援します。
WACNET.で働く女性を応援します。
当法人で働くスタッフの方も利用できます。
担当：伴 ☎直 61－8101 業務 55－6500

２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 26 日（火）ハートセンター市
5 日 12 日 19 日 26 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
6 日（土）第 11 回とよはし音楽祭
※新型コロナウイルス影響により 5 月 1 日(土)に延期
10 日 24 日（水）絵画教室（みんなの居笑）
11 日 25 日（木）映画ファンの会
13 日 27 日（土）歌カフェ 13:30～
15 日（月）W.P.B.打楽器練習（WAC ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｼﾞｵ）
16 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
18 日（木）第 101 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
18 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
26 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。

トピックスⅡ
トピックスⅡ
今回は事業推進室の木下

スタッフ紹介
スタッフ紹介

美恵子さん
美恵子さんの紹介です。

◎出身・・・・・・・愛知県
◎星座・・・・・・・しし座
◎モットー・・・・・感謝
◎好きな食べ物・・・肉
◎好きなこと・・・・旅行
◎好きなタレント・・西島秀俊
◎ひとこと・・・・・旅行に行きたい！

RECRUIT 202１
202１
WACNET.で働いてみませんか！！
WACNET.で働いてみませんか！！
福祉専門職を募集します。既成概念にとらわれず、
福祉専門職を募集します。既成概念にとらわれず、
地域社会を変える活動に参加しませんか。
法人説明会（事前予約制）
開催日 3 月17 日（水） 3 月27 日（土） 4 月 3 日（土）
説明会 午後 1 時半～3 時
＜募集スタッフ＞サービス管理責任者・サービス提供責任者・
サービス管理責任者・サービス提供責任者・
看護師・相談支援専門員・ケアマネージャー・OT
看護師・相談支援専門員・ケアマネージャー・OT・社会福祉士・
OT・社会福祉士・
精神保健福祉士・保育士・管理栄養士
会 場 WAC アグリカフェ
事前予約は 0532－52－4315 担当鈴木まで

３月活動予定
月活動予定

こんなことします！

2 日 9 日 16 日 26 日（火）ハートセンター市
5 日 12 日 19 日 26 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
17 日（水）27 日（土）ＷＡＣＮＥＴ．法人説明会（WAC アグリカフェ）
10 日 24 日（水）絵画教室（みんなの居笑）
11 日 25 日（木）映画ファンの会
13 日 27 日（土）歌カフェ 13:30～
15 日（月）W.P.B.打楽器練習（WAC ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｼﾞｵ）
16 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
18 日（木）第 102 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
18 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）

編集後記
陽光はまさに春。3 月1 日は高校の卒業式、コロナ禍が作り出した勉強に課
外活動に制限を強いられた一年。彼ら彼女たちは特別な経験として、何を感
じ、何を持って後世に伝えられるのか。 庭の白い木蓮が大きな蕾をつけて
いる。西洋の花言葉では、「自然への愛」「持続性」。木蓮は、恐竜が生きてい
た 1 億年前から存在していたとされる。三寒四温の季節、自然は四季を通し
て、また一日のサイクルを通して、私たち一人ひとりに変化する自然の営みを
伝えている。私たちは、その変化を、感じ取り、自ら変化することに躊躇せず、
これからの時代を歩むことができるのか。問われている気がする。
世界の感染者は①113,784,837 人②死者 2,525,409 人（米ジョンズ・ポプキンス
大まとめ 2/28）日本①432,648 人②7,897 人 新型コロナに囚われて一年。世界
では、毎年肺炎で約 1500 万人（日本約 20 万人）、結核で約 150 万人（日本約 2
千人）、インフルエンザで約 30 万人（日本約 3200 人）が亡くなっている。でもパ
ンデミックは起こっていない。日本の経済は崩れ、病院でも普通に人と人が会
えない状況が続く。私たちが今できることは、一人ひとりがより良い社会ヘ向か
い考え行動すること。そしてコロナの呪文に Good buy。
2021.3.1 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。

