
 

対象区分 

月単価 

(0 歳児) 

月単価 

(1・2 歳児) 

備考 

法人内・ 

提携企業 

18,00018,00018,00018,000    17,50017,50017,50017,500    

・月～土曜日 

・8:00～19:00 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。 

地域・一般 36,00036,00036,00036,000    35,00035,00035,00035,000    

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おひさまこども保育園おひさまこども保育園おひさまこども保育園おひさまこども保育園        

８８８８月活動報告月活動報告月活動報告月活動報告                                こんなことしました！こんなことしました！こんなことしました！こんなことしました！    ９９９９月活動月活動月活動月活動予定予定予定予定                                        こんなことします！こんなことします！こんなことします！こんなことします！    

トピックストピックストピックストピックスⅢⅢⅢⅢ        トピックストピックストピックストピックスⅡⅡⅡⅡ        

トピックストピックストピックストピックスⅠⅠⅠⅠ    

8 月 26 日（月）の地域ボランティアの日は、午前中ＷＡＣ本部

前の掃除をしました。庭木が道路側に出ているのを切ったり、道

路の街路樹の周辺に生えている雑草を刈ったり、ガードレール周

辺の雑草を取ったりしました。暑い中ＷＡＣ農園ともったいない

ファクトリーのメンバー5 人で汗をかきながら一生懸命作業し

ました。 

スローガンスローガンスローガンスローガン    ①①①①CCCChangehangehangehange    変化しよう変化しよう変化しよう変化しよう    ②②②②ChallengeChallengeChallengeChallenge    挑戦しよう挑戦しよう挑戦しよう挑戦しよう    ③③③③CCCChancehancehancehance    幸運をつかもう幸運をつかもう幸運をつかもう幸運をつかもう    

石巻山石巻山石巻山石巻山にににに石山石山石山石山美術館をつくろう！美術館をつくろう！美術館をつくろう！美術館をつくろう！    ＷＡＣＮＥＴ．ボランティアＷＡＣＮＥＴ．ボランティアＷＡＣＮＥＴ．ボランティアＷＡＣＮＥＴ．ボランティア活動活動活動活動    

今回、わたしたちＮＰＯ法人福祉

住環境地域センターでは豊橋市の

シンボル山として有名な石巻山に

ある元旅館を改装し、障がい者ア

ート作品を常時展示する美術館を

つくる計画をしています。 

しかし、改装資金がまだまだ不足

している状態です。つきましては、

寄付を募集します。1口 5,000 円か

ら寄付を受け付けています。設備

関連の現物支給お受けいたしま

す。よろしくお願いします。 

詳しくはお尋ね下さい。 

担当：山口 ℡0532-52-4315 

編集後記編集後記編集後記編集後記    

8月24日NHK総合で1時間20分の特番「ドキュメント矢沢永吉」が放送

された。極貧で祖父に育てられた幼年時代、ビートルズの影響を受けロック

をめざす。広島から夜汽車に飛び乗りワンウェイチケットで東京へ。キャロ

ル結成解散。ソロシンガーへ。そして7年ぶりの最後のアルバム？ LAで

の矢沢流の作品づくり録音風景。余暇は仲間とのハーレーでのツーリング。

70歳とは思えないパワフルな内容であった。彼が語ったのは、「生まれて来

たからには夢を追おうよ。自分ができたのだからみんなもできるよ。」と視

聴者への熱いメッセージに聞こえた。9月彼の誕生日の5日後が私の誕生日

のこともあり、気になる存在でもあった。生き方に影響されることもあった。

以前は、豊橋のアイプラザ（旧豊橋勤労福祉会館）で毎年この時期に全国ツ

アーの公演があり、末席ながら出かけた思い出が蘇る。 

個性が生きる時代が始まろうとしている。私達は、昨年12月のリユース

事業に続き、過去に活動していたIT 事業部を新たにIT ソルーション事業

部としてアプリやソフト開発をめざしている。関心のある方、一緒に

WACNET.VISON 2030  夢を追い続けませんか。       2019.8.31加藤政実 

2 日 9日 16 日 23 日 30 日（月）地域ボランティアの日 

3 日 10 日 17 日 24 日（火）ハートセンター市 

4 日（水）全体集会 15:30～（WAC ビル 1F） 

6 日 13 日 20 日 27 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店) 

12 日 26 日（木）映画ファンの会 

14 日 28 日（土）歌カフェ 13:30～（WAC アグリカフェ） 

20 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑） 

19 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場） 

25 日（水）第 83 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設） 

28 日（土）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ誕生会 16:30～ 

30 日（月）「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺 

ＷＡＣＷＡＣＷＡＣＷＡＣ総合総合総合総合相談相談相談相談所所所所            ワンスワンスワンスワンストップ総合相談トップ総合相談トップ総合相談トップ総合相談    

ＷＡＣスタッフＷＡＣスタッフＷＡＣスタッフＷＡＣスタッフ    

としてとしてとしてとして働きませんか働きませんか働きませんか働きませんか？？？？    

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

「「「「WACWACWACWAC 総合相談総合相談総合相談総合相談所所所所」」」」(WAC General Consulting Service)(WAC General Consulting Service)(WAC General Consulting Service)(WAC General Consulting Service)相談する

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 

 

保育士、調理師、栄養士、介護士、看護師など保育士、調理師、栄養士、介護士、看護師など保育士、調理師、栄養士、介護士、看護師など保育士、調理師、栄養士、介護士、看護師など

WACNET.WACNET.WACNET.WACNET.で働く女性を応援します。で働く女性を応援します。で働く女性を応援します。で働く女性を応援します。    

子育てお母さま対象の「木育カフェ」「木育カフェ」「木育カフェ」「木育カフェ」    

開催予約受付中！ 

担当：太田 ☎直 61－8101 本部 55－6500 

 

第第第第 10101010回回回回とよはしとよはしとよはしとよはし音楽祭作品募集音楽祭作品募集音楽祭作品募集音楽祭作品募集！！！！    

来年 2 月 15 日（土）に、豊橋市民

文化会館で第 10 回とよはし音楽祭

が開催されます。今年で 10 回目の

節目となります。毎年全国から多数

の応募があり、審査を通過された10

組余は本番のコンペティションに

進んで頂きます。多彩なゲストのコ

ーナーもあり、盛り上がっていま

す。是非、障がいをお持ちの音楽好

きの方、作品を創って応募しません

か？お待ちしております。作詞部

門、作曲部門、全部門（作詞・作曲・

演奏）の 3部門からなります。12 月

10 日（火）締切です。 

担当 山口 ℡0532-52-4315 

保育園の保育園の保育園の保育園の利用料利用料利用料利用料        2019201920192019 年年年年 7777 月改定月改定月改定月改定しましましましましたしたしたした。。。。    

◆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 

2 日 9日 16 日 23 日 30 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店) 

6 日 13 日 20 日 27 日（火）ハートセンター市 

6 日(火)7 日(水)8 日(木)9 日(金) 住民懇談会 

7 日（水）第 83 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設） 

8 日 22 日（木）映画ファンの会 

9 日（金）全体集会 15:30～（WAC ビル 1F） 

10 日 24 日（土）歌カフェ 13:30～（WAC アグリカフェ） 

12 日（月・振）福井研修旅行 

16 日（金）味覚の学校 

20 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑） 

22 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場） 

25 日（日）いきいきフェスタ 

30 日（金）「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺 

31 日（土）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ誕生会 16:30～ 

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。 


