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「WACNET.が推進する「もったいな
WACNET.が推進する「もったいな
い」をありがとう！
をありがとう！運動」に賛同い
ただける団体、公的機関、学校、病
院・クリニック、NPO 法人、福祉施
設、介護事業所、障害者施設・事業
所、民間企業を募集しています。詳
しくはご連絡いただければ担当者
が訪問し、ご説明させていただき
ます。また、合わせてポスターを貼
って頂いたり作業に従事していた
だけるボランティアの方も募集し
ています。宜しくお願いいたしま
す。
連絡先０５３２連絡先０５３２- ５２５２-４３１５も
ったいない事務局担当稲川、永田

あなたもあなたのグループも参加しませんか！
WACNET.２０周年記念事業「
WACNET.２０周年記念事業「A
２０周年記念事業「ARTBRUT ART&ARTS
ART&ARTS STAGE」
STAGE」に出演
しませんか。
４月１３日（土）12:00～17:00 豊橋市民文化会館大ホール
舞台でパフォーマンスを披露いただける方を募集しています。
■募集要項 豊橋市内東三河在住又は勤務・通学の老若男女誰でも参加
可能です 一人一組待ち時間１５分（場面転換含む）
■事前審査 ３月１５日までに規定の書類及びパフォーマンス内容が
わかるもの(DVD 等）を用意ください。 申込用紙は、
http://www.wacnet.jp よりダウンロードください。 担当 柴田・西野
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１月活動報告

「もったいない」をありがとう！
ポスター完成

石巻中学校の
石巻中学校の生徒さん 2 名が
職場体験学習に来
学習に来ました
職場体験
学習に来ました

有機の会
有機の会総会が
総会が開催されました
開催されました
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豊橋有機農業の会の平成 31 年度総会が
1 月 25 日（金）13 時から WAC ビルを会
場に開催されました。お昼のお弁当は
WAC アグリカフェから手づくり福祉弁
当を提供。
生産者消費者合わせて 32 名。
会員のみなさんから「有機農業」につい
て、消費者にいかにアピールして消費
に結びつけるか。どうすればよいか。時
代にどう向き合うか。議論は尽きない
ようでした。新規の生産者も増え、世代
交代も進み世代間のギャップはあるけ
れど、みんなが同じ問題意識を持って
意見交換して、より良い効果を積み上
げていく努力が必要なことを感じまし
た。ありがとうございました。

ぼくは、福祉体験に参加する前までは正直、障害を持っている
方に、「何で僕をじっと見ているんだろう」
「どうして、誰にで
も、手を振ったり、話をしようとするんだろう」と少し、変な目
で障がいのある方を見ていました。ですが、今回、福祉体験で、
障がいのある方としゃべって、
「じっとこちらを見つめている」
のは「相手が何かしゃべるのかな」と思って、不安になるからだ
と思いました。そして僕が、そういった人とお会いしたときに、
どういった対応をしたらいいか、わかりました。
T.O さん
私は、この福祉施設交流活動で学んだことは「みんな同じであ
る」ということです。障がい者だから見た目とか私達と違うん
だろうなと思っていました。けれど、見た目は私達とほとんど
一緒で通り過ぎるだけではわからないような感じでした。また、
はずかしい時、嬉しい時、悲しい時などたくさんの感情表現が
出来ていました。たった１日でしたが、一緒に過ごせて本当に
楽しかったです。ずっと笑顔でいられました。
M.Y さん

こんなことしました！

２月活動予定
月活動予定

こんなことします！

1 日（火）バリナビ TV 年賀挨拶
3 日（木）4 日（金）GH 箱根・富士サファリパーク研修旅行
4 日（金）基本方針発表・新年会
8 日 15 日 22 日 29 日（火）ハートセンター市
9 日（水）全体集会 15:30～（WAC ビル 1F）
9 日（水）新年お汁粉の会（WAC アグリカフェ）
10 日 24 日（木）映画ファンの会（WAC アグリカフェ）
11 日 18 日 25 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
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）
17 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
19 日（土）酵素の学校 10:30～（WAC ビル 2F＆アグリカフェ）
26 日（土）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ誕生会 16:30～
30 日（水）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺

1 日 8 日 5 日 22 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
2 日（土）経営計画発表会
5 日 12 日 19 日 26 日（火）ハートセンター市
6 日（水）全体集会 15:30～（WAC ビル 1F）
9 日 23 日（土）歌カフェ 13:30～（WAC アグリカフェ）
12 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
14 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
16 日（土）第 9 回とよはし音楽祭 13:30～(豊橋市民文化会館)
18 日（月）第 76 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
20 日（水）酵素の学校
23 日（土）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ誕生会 16:30～
28 日（木）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺
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編集後記

ワンストップ
ワンストップ総合相談
トップ総合相談

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 総合相談」(WAC
総合相談」(WAC General Consulting Service)相談する方
Service)
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！
□連携機関 ■東三河権利擁護センター■市民後見センターとよはし・しん
しろ■WAC 生活困窮者支援センター■くらサポ■たすけあい居住支援センタ
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

フリーダイヤル０１２０－４６３－５４０
開館日時 月曜日～土曜日 9：30～19：00（予約制）
※年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日休館
事務所
豊橋市南瓦町 14-1WAC ビル２F
Tel0532-52-4315 Fax0532-56-0702 Email info@wacnet.jp

2019 年新しく気が変わり立春大吉、太陰暦で旧正月、中国では
春節になる。日々ただ感謝である。ここに生きていること存在
することにひたすら感謝するのみである。年を重ねるというこ
とは、自分の無知をさらけ出すこと。なんだこりゃと想うわけ
であるがいたしかたない。今いる自分からたどること 27 代遡
ると日本の人口に匹敵する 1 億 2000 万人を凌ぐ。さらに 33 代
まで遡れば 2018 年の世界人口 73 億人を凌ぐ。ひとりの自分が
分身していく。すなわち地球上のすべて人類みな兄弟なのであ
る。しかし世界を見れば、戦争、争い、金儲けに奔走する人た
ちと、貧困にあえぐ人々。日本は沈黙を守るが、たすけあいシ
ェアする国民性が、圧倒的な物量で対抗する国々に対抗できる
のか。ほとんど対抗できないであろう。世界は大きく変わろう
としている。SNS の進化により、人々は横に繋がりだした。世
界も地域も同じで、生活課題、社会課題の解決こそが、これか
らの地域創生であり未来になる。
2019.1.30 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

