トピックスⅠ

ＷＡＣ＋
ＷＡＣ＋ 福祉の窓口
スタート！

トピックスⅡ
トピックスⅡ

ＷＡＣ＋福祉の窓口がいよいよ瓦町通
でスタートします。もったいないファ
クトリーのデポも兼ねています。是非
お越しください。
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
開館日時 月曜日～土曜日
10：00～19：00(予約制)
※年末年始 12/29～1/3 休館
事務所
豊橋市瓦町通 1 丁目 18
Tel0532-52-4315、0532-54-2666
Fax0532-56-0702

トピックスⅢ
トピックスⅢ

ＷＡＣ職業訓練
ＡＣ職業訓練
新講座スタート 5 月！
障がい者のための職業
訓練「Photoshop」（80
日 400 時間）
「介護職員
初 任 者 研 修 」（ 60 日
300 時間）5 月よりスタ
ートします。就労移行
支援の自己負担分（テ
キスト代実費）で受講
が可能です。詳しくは
お尋ねください。
TEL0532－52－4315
担当：梅木

4 月スタート！
市民後見人養成講座
1 年ぶりに市民後見人養成講座
が始まります。17 回目の同講座
は、福祉専門職の方や市民の方
の、地域での成年後見業務の担い
手を増やす活動の一貫で開催し
ます。実務は市民後見の草分け内
藤健三郎氏。その他地域の各分野
のプロが集合しています。4 月 17
日（土）より座学・演習 60 時間、
体験実習 40 時間終了は 8 月。費
用は 6 万円（税別）市民後見人登
録すると半額キャッシュバック
制度あり。
Let`s Go Try!
TEL0532－52－4315 担当：梅木

トピックスⅣ
トピックスⅣ
スタッフ紹介
スタッフ紹介
今回は生活介護支援員の藤田

清さん
清さんの紹介です。

◎出身・・・・・・・豊橋市
◎星座・・・・・・・かに座
◎モットー・・・・・遅刻をしない
◎好きな食べ物・・・納豆
◎好きなこと・・・・パソコン
◎好きなタレント・・ナインティナイン
◎ひとこと・・・・・みんなの居笑に遊びに来てください！

３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)
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）
31 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。

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

４月活動予定
月活動予定

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)
3 日（土）ＷＡＣＮＥＴ．法人説明会（WAC アグリカフェ）
5 日（月）～5
（月）～5 月 8 日（土）第 10 回アウトサイダーアート 2021 豊橋
6 日 13 日 20 日 27 日（火）ハートセンター市
8 日 22 日（木）映画ファンの会
10 日 24 日（土）歌カフェ 13:30～
14 日 28 日（水）絵画教室（みんなの居笑）
19 日（月）W.P.B.打楽器練習（WAC ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｼﾞｵ）
20 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
21 日（水）第 102 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）
30 日（金）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺

編集後記
街と里はさくらが咲きはじめ、春を感じる。今年は小中学校の終業式も行わ
れ昨年とは緊張感もすべてが違う。首都圏1 都3 県の緊急事態宣言も21 日で
解除された。今、春を待つ北設の森に来ている。まだまだ緑は戻っていない。
自由に枝を伸ばす広葉樹の樹木の間を抜け、雨の中ウオーキングを楽しむ。樹
木の幹や枝だけの容姿は、骸骨が踊っているようだ。しかし枝には、小さな蕾
や水玉がいくつもいくつも付いて賑やかだ。森はうっすらとブラウンとレッ
ドの色に覆われ春の気配を感じる。自然は生命の水、雨が大好きだ。小川のせ
せらぎも実に楽しい。メロディーを奏でているように聞こえてくる。
この 1 年のコロナ禍は、一般人にも増して行動制限はハンディキャップを
抱える人々に多く影響した。私たちの周囲では、精神科病院への入院が5 名、
成年後見での死亡が2 名、住まいからの緊急入院が4 名、逃走1 名などなど。
原因は、①行動制限によるストレス②入院による運動不足等身体機能低下に
よる骨折、内蔵疾患③単身アパート生活での食生活のアンバランスによる内
蔵疾患④病院からの退院制限と入院待機者のストレスと身体機能低下な
ど・・・。気分を変え、前を向こう。
2021.3.26 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。

