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乳児から 3 歳までのお子さ
んを対象に木育（木の空間が
拡がる）と食育（安心安全な
食事）にこだわるおひさまこ
ども保育園。
去年 3 月にスタートした
おひさまこども保育園は、０
才から就学前児童を対象の
病児保育も行っています。
体調を崩しやすこの時期、インフルエンザなど感染症の場合
は、お預かりできませんが、小さなお子さんの病気の対応は行
っています。小児科で診察を受けた後、お預けください。
病児保育は１日あたり２０００円食事代３００円となります
（月～金）
。
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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 ■子ども若者支援センター■東三河権利擁護センター■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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4 月 10 日（水）の 19:00 から歌カフェスペシャル―アールブリ
ュットミュージックイベント―として津軽弁ロックシンガー畠
山智行サンのライブが行われました。当日、畠山さんは約 30 名
の聴衆のなかでアコースティックギターをかき鳴らし熱い唄を
聴かせてくれました。時間を忘れて皆で津軽弁のロックを堪能し
て盛り上がりました。

4 月 14 日（日）の 14:00 からナビゲーターに三重県松阪市の希
望の園の村林真哉さんを迎えて、アールブリュットギャラリート
ークを開催しました。村林さんが今回出展された希望の園の作品
について解説をされました。作者の方もみえていてインタビュー
をしました。村林さんの楽しいトークで賑やかなトークギャラリ
ーになりました。

４月活動報告

５月活動予定
月活動予定

こんなことしました！

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 ｱｸﾞﾘｶﾌｪ)
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 ﾋﾞﾙ＆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

こんなことします！

～7 日(火)アールブリュットまちなかギャラリー
1 日（水・祝）全体集会 15:30～（WAC ビル 1F）
3 日 10 日 17 日 24 日 31 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
7 日 14 日 21 日 28 日（火）ハートセンター市
9 日 23 日（木）映画ファンの会
11 日 25 日（土）歌カフェ 13:30～（WAC アグリカフェ）
14 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
16 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
22 日（水）第 80 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
22 日（水）酵素の学校
25 日（土）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ誕生会 16:30～
31 日（金）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺

居住支援フォーラム

編集後記

2017 年 10 月に「民間賃貸住宅や空き家を
活用した新たな住宅セーフティーネット制
度」が施行されました。
ＮＰＯ法人たすけあい三河ではこの制度
に基づく「居住支援法人」の指定を 2018 年
7 月に受け「たすけあい居住支援センター」
を運営しています。今回、一般市民、弁護
士、司法書士、税理士・会計士、不動産業
者、社会福祉協議会及び行政の.みなさま
を対象に第３回居住支援フォーラムを開
催させていただきます。
日時：2019 年 5 月 17 日(金)12:30～17:00
会場：岡崎市竜美丘会館 501 号室
FAX:0532-56-0702
E-mail:wac-net@hotmail.co.jp 稲川まで

アールブリュット豊橋の豊橋美術博物館の特別展示が終了した。来
場者 804 名。5 月 7 日までの各種イベントまちなかギャラリーを経て
1000 名以上をめざす。今年は国内の他地域からの特別展示をあえて
組まず総括として企画した。過去、花巻、川越、郡山、山梨、近江八
幡、松阪、京都、大阪など他県から多くの作品が豊橋にやってきた。
いろいろの出会いと感動が生まれた。これまでの全国発信は、
「一枚
のはがき」がある。昨年は 934 通の作品が寄せられた。青森県八戸市
の山本悠宮さんが金賞を獲得、特別展示にも一般作品を出展した。
来年 9 回からは、名称も「トヨハシブリュット 2020」として新た
なスタートをきる。トヨハシブリュットとして、初めて全国に向けて
一般作品の公募を企画し、6 月より公募を開始する。法人の創作活動
も、当初音楽を中心の余暇活動であったが、2015 年から生活介護で
芸術活動を強化し今に至る。これから多くの作家が誕生しそうな予感
がする。アート部門の今最大の目標は、東三河にアールブリュットミ
ュージアムと作品収納庫を創ることである。
2019.4.30 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

