基本理念

地 域 のしあわせカンパニーをめざす

「みんなのしあわせ」

１．メンバー、スタッフ、その家族みんなのしあわせを実現する。

ＷＡＣＮＥＴ.
ＷＡＣＮＥＴ.

https://www.wacnet.jp/

たすけあい居住支援センター
ＮＰＯ法人たすけあい
ＮＰＯ法人たすけあい三河
たすけあい三河

https://www.wacnet.jp/kyojyu/
https://www.wacnet.jp/kyojyu/
https
https://www.wacnet.jp/tasukeai/
://www.wacnet.jp/tasukeai/

すべて予約
すべて予約が
予約が必要です
必要です
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TOYOHASHI BRUT 四海同胞 豊橋市美術博物館 特別展示レポート
－第 11 回アウトサイダーアート 2022 豊橋＆第 3 回トヨハシブリュットアートコンテスト上位入賞者作品展
トヨハシブリュットアートコンテスト

11 年目！
年目！春の美博
春の美博
彼らの作品
彼らの作品から
作品から
私たちは何を
私たちは何を感じたのか
何を感じたのか!!
感じたのか!!

●ギャラリートーク 4/9
4/9(土)、10(日
10(日)
●表彰式

4/5(
4/5(火)初日
アートにめざめて 1 年。成
長著しい鈴木麻乃サン。素
材を磨けば何かが起こる。

金賞の浅田祐加サン（神
戸市）と受賞作品の前で
インタビュー
（バリナビ TV で放映）

第 11 回を迎える豊橋美術博物館での特別展示。会期の 4
月 5 日から 10 日まで 6 日間を無事終了しました。今回も
美博を舞台に多くの方の出会いと感動が生まれました。
11 年前に始まったアウトサイダーアート（アール・ブリ
ュット）展は、全国にある障がい者福祉施設等で特に芸術
アート活動を続ける際立った団体をこの地域に迎い入れ、
多くの市民のみなさんや地元の障害福祉団体への喚起の
意味を含めてスタートしました。滋賀県湖南
市の近江学園や東京中野区の愛成会、岩手県
花巻市のるんびにい美術館など多くの団体が
協力頂き、その中で、協力関係となる団体、
三重県松阪市の希望の園、京都市のふしみ学
園、名古屋市の名東福祉会などが生まれ、強
力な実行委員会を創ることができました。

受賞作品の前で陶芸の魅
力を熱く語る三上政美サ
ン
希望の園の村林真哉サンの
作家とのかけあい漫才のよ
うな楽しい空間でした。↓
↓
審査員奨励賞の沙里香サン（岩倉市）に表彰状が
手渡される。作品の前での記念撮影。
特別賞の Dr.M サン（松阪
市）と受賞作品の前でイ
ンタビュー
（バリナビ TV で放映）

今回の展示会には、さらに障がい者のみな
さんがアートに親しみ手軽に応募できるハガ
キを使った「第 11 回一枚のはがきアートコン
テスト」の原画展示もありました。毎年約
1000 通の全国から応募の中から選ばれた貴重
な上位 10 名の作品になります。テーマは
「楽しい家族」

海外から銅賞に輝いたス
ロべニアの Sara Fras サ
ンのビデオレター

●これから 5/14(
5/14(土)までＷＡＣアグリカフェ、ＷＡ
までＷＡＣアグリカフェ、ＷＡ
Ｃプラス福祉の
Ｃプラス福祉の窓口、
福祉の窓口、みんなの居笑で引き続き、
みんなの居笑で引き続き、美博
美博展
示の一部作品がご覧頂けます。

●第 12 回とよはし音楽祭 入場無料
5 月 14 日(土)開催 開場 12 時

また、4 年程前からは、もう一つ、世界を
意識したアートコンテストが始まりました。
その名も「トヨハシブリュット・アートコン
テスト」初年度の海外からの応募作品は 0 で
したが、2 年目は 21 作品、昨年はアメリカ、
ヨーロッパ、韓国、中華民国など 10 カ国から
64 作品の応募があり、イタリアとオーストラリア、クロア
チアに囲まれたスロベニアの Sara Fras さんが銅賞に輝
き、初日、会場で披露された彼女のビデオメッセージは、
英語でパネルを一枚一枚くくっていく方法で、ほっとでき
る、温かいレターでした。

突然訪問があった京都
ふしみ学園の木村全彦
サンと作品前で２ショ
ット

特別賞「笑うきりん」大森航大サン
は地元の新聞にも紹介された。今
回の作品展で一番人気でした。

・時間 13:00～15:30 定員 200 名(限定)
・会場 豊橋市民文化会館 大ホール
・プログラム
13:00～14:20 ミュージックコンテスト
14:20～15:10 ゲストコーナー(向口欣則、手塚誠、W.P.B.)
15:10～15:30 表彰式
12 年間全国の
年間全国の心の
全国の心の病の方を対象に
心の病の方を対象に
作詞部門、作曲部門、全部門に
全部門に分け
てコンテストを開催しています。
今年もノミネート
今年もノミネートされた
ノミネートされた 12 組 12
名の方が全国から豊橋にやって来
の方が全国から豊橋にやって来
ます。地元の
ます。地元の市民の
地元の市民のみなさ
市民のみなさんも是
みなさんも是
非応援してみて下さい。整理券
非応援してみて下さい。整理券は
整理券は
事務局でお渡ししています。
お申込み先
特定非営利活動法人福祉住環境地域センター
〒440-0823 愛知県豊橋市南瓦町 14-1WAC ﾋﾞﾙ 2F
TEL 0532-52-4315 FAX 0532-56-0702
MAIL wac-net@hotmail.co.jp 担当：梅木

こどもたち一人一人は天から授かった宝物です
こだわりの木質空間
こだわりの木質空間と
木質空間と安心安全な食材で豊かな感性を育みませんか？
安心安全な食材で豊かな感性を育みませんか？
こんなことで困って
こんなことで困っていませんか
困っていませんか！？
いませんか！？
一人暮らしで、
自宅で急に倒れた時
どうしたらよいのか

アパートを借りよう
としたら保証人が必
要と言われた…
快適な木質空間
快適な木質空間

障がいの息子の
将来を家族に代わり
託したい

親族には迷惑を
かけたくない

たすけあい三河に
たすけあい三河にご相談ください
ご相談ください！
ください！

とよはし・
とよはし・なごや・おかざき
なごや・おかざき

お問合せ ☎０５３２－５２－４３１５

安心の職員配置
安心の職員配置

こだわりの給食

「働き方改革」私たちは働く女性たちを応援します！
０才児
３６，０００円
１・２才児 ３５，０００円
空きがあれば即利用可！ 園児募集！
保育士
１才児～就学前の児童→病児保育あり
同時
開園時間 月曜～日曜 毎日 7:30～18:30
募集中！
豊橋市瓦町２丁目７７(１号線瓦町旧呉病院)
直 61-8101 又は 52-4315 伊奈
○

日本の
日本のモノを大切
モノを大切に
大切にする習慣
する習慣を
習慣を『もったいないをありがとう』運動と
運動として、
して、マレーシアなど
マレーシアなどアジアの
などアジアの発展途上国
アジアの発展途上国の
発展途上国のこどもたちの
こどもたちの支援と
支援と日本のセーフティーネットの
日本のセーフティーネットの人々
のセーフティーネットの人々に
人々に活用する
活用する福祉
する福祉の
福祉の仕組みを
仕組みを創
みを創
りました。
。ご家庭でまだ
りました
家庭でまだ使
でまだ使えるけど不要
えるけど不要となった
不要となった、
となった、でも捨
でも捨てるの
てるのは「もったいない」
もったいない」ものがありましたら
ものがありましたら、
がありましたら、WAC+
WAC+へお持
へお持ちください
ください！！
さい！！

ＷＡＣＮＥＴ.
ＷＡＣＮＥＴ.のリユース 無料引取いたします！
無料引取いたします！
〇キッチン用品（お鍋＆フライパン等）〇生活雑貨（時計等）
〇食器（新品、中古食器）〇ファッション系（夏物衣料等）
〇ベビー・キッズ（夏物衣料等）〇キャンプ・フィットネス・
スポーツ（テント等）〇工具（工具等）〇楽器・オーディオ
（ギター等）
、〇文房具（鉛筆等）

「もったいないファミリー
「もったいないファミリー」
ファミリー」
キャラクターデザイン募集中！！
キャラクターデザイン募集中！！

問合せ先 事務局 豊橋市南瓦町 1414-1WAC ﾋﾞﾙ 2F
デ ポ 豊橋市瓦町通
豊橋市瓦町通 1 丁目 18

℡05320532-5454-2666
https
https://www.wacnet.jp/mottainai/
担当:
担当:秋月

２．障がいがあっても、なくても、高齢者、子どもたち、病気の方、生活困難な方、すべての人の地域社会での場をつくり、ささえあい、自立を進める。自立支援の場、ささえあいの場をつくる。
３．地域社会の生活課題・社会課題・問題を発見し解決する。 ４．地域社会をしあわせにし、活性化させる。

