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2019 年「一枚のはがき
一枚のはがき」
はがき」
5 月より募集
より募集開始
募集開始です
開始です

第 9 回「一枚のはがき」アートコンテスト
募集期間 2019 年 5 月 1 日(水)
～2019 年 10 月 31 日（木）
テーマ「私の好きなまち」
対象 障がい者のみなさん
はがき片面に鉛筆、クレヨン、
水彩等を使い自由に表現
してください
選考 2019 年 11 月 発表 2019 年 12 月
表彰 入選(100) 金・銀・銅賞各 1
審査員特別賞 3 チャレンジ賞 4
申込 アウトサイダーアート 2019 豊橋実行委員会
※地元のたくさんの特別支援学校、特別支援学級、施設の方、
事業所の方の参加をお待ちします
TEL 0532-52-4315 FAX 0532-56-0702 MAIL wac-net@hotmail.co.jp
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居住支援フォーラムが
居住支援フォーラムが
開催されました
開催されました
3 月 1 日（金）に松
葉町のカリオンビ
ルにて、第 2 回居
住支援フォーラム
が開催されまし
た。当日は不動産
関係者、士業、行政
の方約 30 名が参
加。皆さん熱心に
遠藤英嗣氏、名和
泰典氏の講演を聞
いていました。

３月活動報告

こんなことしました！

1 日（土）第 2 回居住支援フォーラム 12:30～(カリオンビル)
1 日 8 日 5 日 22 日 29 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
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）
8 日（金）住民懇談会＠向山
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）
14 日 28 日（木）映画ファンの会
21 日（木・祝）第 76 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
21 日（木・祝）酵素の学校
21 日（木・祝）住民懇談会＠旭
23 日（土）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ誕生会 16:30～
29 日（金）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺

ＷＡＣ総合
ＷＡＣ総合相談
総合相談所
相談所

ワンストップ総合相談
ワンストップ総合相談

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 総合相談所
総合相談所」(WAC General Consulting Service)相談する
Service)
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！
□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■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
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今年もアールブリュット
今年もアールブリュット
豊橋市美術博物館
豊橋市美術博物館から始ま
市美術博物館から始まります
から始まります

ARTBRUT 2019 TOYOHASHI
第 8 回アウトサイダーアート 2019 豊橋
特別展示が始まります 是非ご覧下さい！！
期間 2019 年 4 月 9 日(火)
～2019 年 4 月 14 日(日)
9:00AM～17:00PM
(14 日のみ 4:00 まで)
会場 豊橋市美術博物館 第 3 企画展示室
豊橋市今橋町 3-1(豊橋公園内)
TEL 0532-51-2882
入場料無料
※詳しくはリーフレットをご覧下さい
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日々雑談
日々雑談
「努力は報われるか」

ある利用者さんが「就職したい」と言う。１年前まで就職してい
たが、次第に夜眠れなくなり、朝方６時頃に眠るから、気が付く
と仕事に遅刻してしまっている。結果、退職を余儀なくされた。
彼は真面目だから反省する。だから余計に眠れなくなってまた気
付くと９時…。毎日就寝前に眠剤を飲んでいるのに。 それでも
ＷＡＣに通う事で次第に規則正しく眠れて起きられるようになっ
てきた。
「就職したい」と言う。 グループホームを出てアパート
でひとり暮らしをし、以前のように車を運転して会社に行きたい、
と言う。 ある日何度目かのハローワークに行ったところ「次に
来る時は就職（応募）先の候補をあげて下さい」と言われたよう
です。翌日から二日間、発熱と下痢になってしまいました。精神
障害とはこういうものです。思い返せば２０年以上前、登校拒否
の中学生さんを対応させて頂いた時も同じでした。どちらも本人
さんに罪はありません。むしろ私たち関係者が、本人さんの努力
鈴木清隆
を台無しにしてしまっている。日々反省です。

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（火）ハートセンター市
3 日（水）全体集会 15:30～（WAC ビル 1F）
5 日 12 日 19 日 26 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
9 日(火)～14 日(日)アールブリュット特別展示(豊橋市美術博物館)
10 日（水）畠山智行ライブ
13 日 27 日（土）歌カフェ 13:30～（WAC アグリカフェ）
11 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
11 日 25 日（木）映画ファンの会
15 日 29 日（月）アールブリュットワークショップ
16 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
17 日（水）第 79 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
24 日（水）酵素の学校
27 日（土）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ誕生会 16:30～
26 日（金）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺

編集後記
我が家では最近早朝に鶯が鳴く。春眠の季節ではあるが、目覚めは至
って快適。2 月から始まった気温変動はアップダウンが大きく、身体
にはあまり良くはない。3 月にはいり 19 日は 9.2 度、20 日は 22.7 度
の寒暖差。全体的に気温は高めで、豊橋公園も向山公園も桜が満開花
盛りである。入学式に慣れたさくらは過去のコトかと想われる。
人は惰性に流されやすい。決まったルーティーンをするほうが楽なの
かもしれないが、自然環境では、変化が常である。組織におけるしご
ととは「やりたいこと」をするのではなく「なすべきこと」
（貢献）
を実行し結果を出し続けることにある。組織の中で、人がロボット化
している今、考えて動ける人が必要となる。また、人が生まれながら
持ち合わせた天分（資質）を強みという。
「できること」
（強み）を継
続的に伸ばすことで「なすべきこと」と「できること」の交わりの部
分が拡がる。今いる場所で、考えたり悩んだり変化しながら困難に立
ち向かうことで、人も組織も成長曲線を描きともに豊かになってい
あ 2019.3.31 加藤政実
く。

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

