
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トピックストピックストピックストピックスⅠⅠⅠⅠ        

９９９９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！    １０１０１０１０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！    

編集後記編集後記編集後記編集後記    

ＷＡＣＷＡＣＷＡＣＷＡＣ職業訓練センター職業訓練センター職業訓練センター職業訓練センター            就労移行支援就労移行支援就労移行支援就労移行支援    

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        保育園が保育園が保育園が保育園がﾗｲﾌﾞﾊｳｽﾗｲﾌﾞﾊｳｽﾗｲﾌﾞﾊｳｽﾗｲﾌﾞﾊｳｽ!!!!!!!!    

今年に始まったことではないが異常気象が続く、今も台風 24 号

が近づいている。我々農業を生業としている者にとっては気がか

りである。台風 4 号と台風 21 号でビニールハウスは 20 箇所程

度の亀裂が走った。消耗品と片付けてしまえばそれまでである

が、本当に痛い。異常は日本株でも日経平均 27 年ぶりの高値圏、

27 年前は平成 3 年、世の中が好景気に酔っていた時代である。

アメリカでも 11 月のトランプ大統領の中間選挙に向かい、NY ダ

ウも上昇中である。敵対する中国 VS アメリカ。投機マネーが日

本を世界を揺さぶる。マネーマネーマネー・・。障害者雇用も企

業に国がお金を投げ込み雇用を煽る。結果、障がい者は将来、本

当の自立へ向かっているのだろうか。企業に障害者を支援するし

くみが整っているのだろうか。障がい者もお金を頂く仕事ができ

ているのだろうか。甘えの連鎖が障がい者を苦しめ、暴発させる。

これで良いのだろうか。自然界も身近な社会も繋がっている。 

                   2018.9.30  加藤政実 

 

全国どこからでもハガキ一枚で応募できる「一枚のはがき」アート

コンテスト！！いよいよ今年も応募期限が近づいています。8年目

を迎えるこのコンテストも毎年北は北海道東北から九州沖縄まで

約 600 通の作品が届いています。地元豊橋東三河からの応募が少

なく、ベスト10に入らないのが気がかりです。是非今年こそ地元

のみなさんベスト10へトライしませんか。 

第8回「一枚のはがき」アートコンテスト  

応募2018年 10月 31日消印まで 

作品テーマ「わたしのタカラモノ」 

対象 障がい者のみなさん 

発表 2018年 12月  

金賞・銀賞・銅賞各１， 

審査員特別賞３，チャレンジ賞４ 

※詳しくはリーフレットをご覧ください！ 

お問合せ0532－52－4315担当柴田、半田 

 

９月２３日（日） 

どうでっしゃろバンドLIVE!! 

初体験かなぁ～！生バンド演

奏！子どもたちも、いろんな楽

器があり、迫力満点の演奏に興

味津々。夏の疲れを忘れさせた

ひと時でした。 

トピックストピックストピックストピックスⅢⅢⅢⅢ        

4 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑） 

4 日 11 日 18 日 25 日（火）ハートセンター市 

5 日（水）全体集会 15:30～（WAC ビル 1F） 

 7 日 14 日 21 日 28 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店) 

8 日 22 日（土）歌カフェ 13:30～（WAC アグリカフェ） 

10 日（月）第 72 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設） 

17 日（月）外出レク（のんほいパーク） 

19 日（水）生活介護健康診断 15:00～（WAC ビル 2F） 

21 日（金）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場） 

24 日（月）外出レク（香月堂工場見学、本宮の湯） 

28 日（金）「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺 

30 日（日）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ誕生会シーパレスリゾートで食事 10:30～ 

トピックストピックストピックストピックスⅡⅡⅡⅡ        

ぼくは、2 日間の福祉体験でいろいろな個性のある人たちと絵

を描いたりしました。とてもうまい人やたばこが好きな人がい

てとても面白かったです。０才～２才までの赤ちゃんと一緒に

ボールとかで遊んで、人見知りの子やとてもかまってくる面白

い子とか一緒にブロックとかボールとかであそびました。この

２日間で福祉のことをいろいろ学べていい経験になりました。

良かったです。                  Ｋくん 

今日と昨日の２日間で福祉について学びました。僕が行ったワ

ークステーションでは、主に身体障がい者や精神障がい者の

方々がいる障がい施設でした。最初は障がい者とふれ合うとい

うことに少し不安があって正直怖かったです。けど場所を見学

してみるとみなさんが畑で働いていたりしていておどろきまし

た。他に移動して見学しているとグループホームで自炊してい

てびっくりしました。この２日間で福祉についてとても学ぶこ

とがあって良い経験になりました。         Ａくん 

介護職（高齢者施設・障害者施設・訪問介護・各種事業所等）向け

の、介護職入門コース。国が定める「介護職員初任者研修課程」の

内容となります。資格取得の他に現場での実践も含まれています。

今後介護福祉分野を希望する方には大変有効なライセンスになりま

す。この機会にあなたもチャレンジしてみませんか。 

受講期間 2018 年 12 月 3 日～2019 年 2 月 28 日  

カリキュラム 

□介護に関する基本的理解・基本的考え方・ 

こころのしくみ・からだのしくみ 

□自立に向けた介護の展開・生活と家事・ 

居住環境整備・整容・移動移乗介護・ 

食事介護・入浴清潔保持介護・ 

排泄介護・終末期介護 

□生活支援技術演習  □生活支援現場実習 

□ワークショップ    □課題レポート 

募集最低人数 6名以上 

□お申込みお問合せは 0532－52－4315 柴田まで 

8 月 31 日（金）15：30～、

豊橋駅前ＦＭとよはしス

タジオで、『とよはし音楽

祭 2019』の広報出演して来

ました。とよはし音楽祭

は、精神障害を抱える方々

に特化した、音楽作品の公

募コンペティション。毎年

全国から応募があり、現在

も募集中。ぜひ、応募して

みてくださいネ！※締切

は 12 月 10 日。問い合せ

WACNET☎0532(52)4315 と

よはし音楽祭係まで。 

 

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    

2 日（火）名フィル福祉コンサート 

2 日 9日 16 日 23 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) 

13 日 27 日（土）歌カフェ 13:30～（WAC アグリカフェ） 

16 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑） 

17 日（水）生活介護健康診断 15:00～（WAC ビル 2F） 

19 日（金）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場） 

20 日（土）とよはし祭夜総踊り 

21 日（日）とよはし祭パレカ参加 

22 日（月）第 73 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設） 

27 日（土）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ誕生会 16:30～ 

28 日（日）オレンジフェスタ 

30 日（火）「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺 

とよはし音楽祭とよはし音楽祭とよはし音楽祭とよはし音楽祭 2019201920192019    

ＦＭとよはしでＦＭとよはしでＦＭとよはしでＦＭとよはしでＰＲＰＲＰＲＰＲ！！！！！！！！    

♫♫♫♫♪♪♪♪♬♬♬♬    

南陵南陵南陵南陵中学校の中学校の中学校の中学校の生徒さん生徒さん生徒さん生徒さん 2222 名名名名がががが    

福祉福祉福祉福祉体験学習体験学習体験学習体験学習に来ましたに来ましたに来ましたに来ました！！！！！！！！ 

「一枚の「一枚の「一枚の「一枚のはがきはがきはがきはがき」ｱｰﾄｺﾝﾃｽﾄ」ｱｰﾄｺﾝﾃｽﾄ」ｱｰﾄｺﾝﾃｽﾄ」ｱｰﾄｺﾝﾃｽﾄ    

11110000 月月月月 31313131 日日日日応募応募応募応募期限期限期限期限    



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

 

秋の味覚のひとつの柿の収穫が始まりまし

た。美味しそうに熟した柿を選別しながら一

個一個丁寧に収獲します。高い所は、怪我をし

ないように気をつけてがんばります。僕たち

が作った甘い柿をどうぞ食べてみて下さい。 

クラブハウスＷＡＮＡＴＨクラブハウスＷＡＮＡＴＨクラブハウスＷＡＮＡＴＨクラブハウスＷＡＮＡＴＨ                                                                豊橋市地域活動支援センター豊橋市地域活動支援センター豊橋市地域活動支援センター豊橋市地域活動支援センター    

今回は、クラブハウス活動の一つ、エコキャップ推進運動への参加について

お話します。ワナスでは、もうかれこれ 7年間くらい、このエコキャップ推

進運動に協力していますが、その目的は何かというと、①リサイクルの促進 

②CO2 の削減 ③売却益で発展途上国の医療支援（ポリオワクチンの購入費

の捻出）。さらに現在は、④障害者・高齢者雇用促進、も新たに加えられて

います。協力した団体は、インターネット上でも紹介されています。このエ

コキャップを集めるために、私たちワナスでは、豊橋南郵便局、愛知大学、

中央高校などに協力を依頼。定期的に回収に行き、回収されたエコキャップ

は、ワナスの面々がきれいに分別し、専用の回収袋に入れて事務局に送付し

ています。現在は、賛否両論ある活動ではありますが、稼働実績があること

も事実のため、継続しています。環境保全のためのリサイクル活動が、無駄

にならないよう、目的を達することを願うばかりです。 

 

 

ＷＡＣＷＡＣＷＡＣＷＡＣ    

農園農園農園農園    

ＷＡＣＷＡＣＷＡＣＷＡＣワークステーションワークステーションワークステーションワークステーション（（（（WACWACWACWAC農園・みんなファーム・農園・みんなファーム・農園・みんなファーム・農園・みんなファーム・WACWACWACWACアグリカフェ・アグリカフェ・アグリカフェ・アグリカフェ・WWWW----CCCCファクトリー）ファクトリー）ファクトリー）ファクトリー）    就労継続支援就労継続支援就労継続支援就労継続支援 BBBB 型型型型    

いつもドアいつもドアいつもドアいつもドアはははは開いています！！開いています！！開いています！！開いています！！    

今年の今年の今年の今年の柿のでき柿のでき柿のでき柿のできはどうかな？はどうかな？はどうかな？はどうかな？    

 

１．誰でも来ることができる 

２．いつでも帰ってくること 

ができる 

３．誰からも必要とされる 

  人間関係を築くことが 

できる 

４．誰からも必要とされる 

役割がある 

クラブハウスクラブハウスクラブハウスクラブハウス4444つの権利つの権利つの権利つの権利    

牛川の畑では、キ

ャベツ、ブロッコ

リーの植え込み。

人参、ニンニク、

レタス、大根の種

まきが始まりまし

た。 

「元気に育て」と

願って毎日水撒き

をしています。  

 

エコキャップ作業 

レク感想文執筆中！ 

9 月 13 日(木)スタッフ研修の、酵素教

室を開催しました！酵素の大切さを知

り、アグリカフェでも実践していきたい

深い内容でした！店内には、WAC 農園産

の青パパイヤはじめ、色んなフルーツの

香りや、包丁で細かくフルーツを切る

音、笑い声が響いて、豊かな学びの時間

になりました。 

ワックアグリカフェでは、毎日楽しく様々な作

業をしています。ある日は、ローズマリーティ

ー作りをしました。店内がハーブの香りでいっ

ぱい、メンバーも癒されて、にっこり笑顔です

＾＾カフェのお客様に提供するお茶も、無農薬

ハーブでとても好評です。 

コツコツ描くコツコツ描くコツコツ描くコツコツ描くぼくのぼくのぼくのぼくの貼り絵貼り絵貼り絵貼り絵！！！！    

画面には収まりきれませんが、すでに３

カ月ごしの大作です。彼にしかできない

細かな作業。１つ１つ小さなパーツをて

いねいに彼の感性で貼っていきます。 

生活介護ＶｉＶｉ生活介護ＶｉＶｉ生活介護ＶｉＶｉ生活介護ＶｉＶｉ                                                                                                            生活介護生活介護生活介護生活介護    

フリースペースとして自

由に好みの活動に使える

ようにしています。 音楽

が好きであれば、楽器を

持ち込んで演奏する方も

いますよ� 

この夏からスタートした新しい取り組みで、ビス

（ネジ）の袋詰め作業の内職に全員で挑戦していま

す。 普段からコミュニケーションが取れている仲

間だからでしょうか？  不思議と自然にフォーメ

ーションが組め、それぞれが無理のない立ち位置で

作業が出来ています。この取り組みを始めて、共同

作業の時間が増えたせいか、更にメンバーの結束力

が増したように感じます。  お互いのペースを見な

がら、必要であれば優しく手助けする、そんな場面

が作業中でも度々目にすることが出来ます。   

アート活動とはまた違った「仕事」としての空間が、

これまでに無かった刺激になり、普段の行動にもプ

ラスの変化が現れ出した方もいて、更に続けて行き

たい活動のひとつになりました！ 

 

今月に入り少しず

つ、みんなの居笑を

利用するメンバーが

増えています。 新し

いメンバーと、一緒

に作った手作りの昼

食を食べる。「美味し

いね～❗」をみんなで

共感出来る。それで

一気に距離が近づく

大切な時間です。 

 

グループホームグループホームグループホームグループホーム愛ｓａｋｕ愛ｓａｋｕ愛ｓａｋｕ愛ｓａｋｕ                                                                                    共同生活援助共同生活援助共同生活援助共同生活援助    

いよいよいよいよいよいよいよいよオープンオープンオープンオープン新牛川新牛川新牛川新牛川乃乃乃乃郷郷郷郷――――11111111 月月月月 1111 日日日日開設開設開設開設    

↓写真左から①みんな乃郷②東田乃郷③井原乃郷④三ノ輪乃郷 

9 月 8日（土）夜は、豊橋の夏の風物詩

の締め括り“炎の祭典”に有志メンバー

でお出かけです。あいにくの雨模様で

したが、野外席でカッパを着ての観覧。

戦国時代、豊橋が発祥の地といわれる

手筒花火。その後、徳川家康公が三河衆

に火薬製造を任せ、発展したそうです。

人が両手で筒を抱え、巨大な火柱を噴

出させ、最後にハネと呼ばれる炎が大

音響と共に脚元に噴き出す勇壮な手筒

花火。炎と爆音、降り注ぐ火花の中、ジ

ッと耐える男衆。凄すぎる！！火と炎

の赤と白い噴煙が立ち込める会場は、

あっぱれの一言に尽きました。 

 

 

ＷＡＣＷＡＣＷＡＣＷＡＣ    

アグリカフェアグリカフェアグリカフェアグリカフェ    

今年の夏に２回も台

風が直撃です。ハウス

本体に相当のダメー

ジがありますが、今ま

で培った経験や知恵

をみんなで出し合い、

チームワークで乗り

切りたいと思います。 

 

 

 

 

※10 月にはハウスの

ビニール修繕の助成

金が取れそうです？ 

今年の夏は暑くて、ハウス内は毎日６０℃以上で、水やりの１０分位で汗だく状態。

他の作業などできませんでした。９月に入り、やっと涼しくなってきたので作業開始

です。ホウレンソウ、小松菜などの葉物野菜を生産予定です。 

2 階には、和室二間を

解放した広々としたス

ペースがあります。   

スタート時からの、メ

ンバーさんの作品を紹

介したり、個々に好き

な活動に取り組んだ

り、静かにゆっくり過

ごせる場所にしていま

す。この日は来月窓に

展示するハロウィンが

テーマの貼り絵作品に

取り組んでしました。 

人力人力人力人力をををを生かした農業生かした農業生かした農業生かした農業    汗汗汗汗玉玉玉玉がががが光り光り光り光りますますますます！！！！    

豊橋産次郎柿 

農薬使わず 

ひたすら４年 

ワオー厳しいワオー厳しいワオー厳しいワオー厳しい夏が終わり夏が終わり夏が終わり夏が終わり    これからがこれからがこれからがこれからがハウスのハウスのハウスのハウスの季節！！季節！！季節！！季節！！    
ハウスハウスハウスハウス大被害！大被害！大被害！大被害！９月９月９月９月４４４４日日日日    

台風台風台風台風２１２１２１２１号号号号直撃！直撃！直撃！直撃！ダメージダメージダメージダメージ大きいよ！大きいよ！大きいよ！大きいよ！    

いらっしゃいらっしゃいらっしゃいらっしゃ～～～～い！い！い！い！    スタッフも一生懸命スタッフも一生懸命スタッフも一生懸命スタッフも一生懸命新しい新しい新しい新しいことことことこと学びます！学びます！学びます！学びます！    

感動感動感動感動！！！！感動感動感動感動！！！！今年も今年も今年も今年も炎の祭典！炎の祭典！炎の祭典！炎の祭典！    

ここがここがここがここがみんなのみんなのみんなのみんなの    アイデアアイデアアイデアアイデアをををを生む生む生む生む創作現場創作現場創作現場創作現場＆＆＆＆ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー！！！！！！！！    

たすけあい精神たすけあい精神たすけあい精神たすけあい精神いっぱいのいっぱいのいっぱいのいっぱいの「「「「ビスの袋詰めビスの袋詰めビスの袋詰めビスの袋詰め作業作業作業作業」」」」    

作る作る作る作る～～～～！食べる！食べる！食べる！食べる～～～～！！！！    

美味しいね美味しいね美味しいね美味しいね～！～！～！～！    

新築 新牛川乃郷（定員 7名） 

住所 豊橋市牛川町字郷道 15-1 

居室 7・リビング 1・浴室 1・トイレ 2・ 

洗面 2・キッチン 1・バルコニー1 

・外観はモダンなダークグレイ 

・玄関引き戸（4枚）通路はノンフラットで段差なし 

・全て窓はペアガラス使用 

・居室は6帖広い引き戸の収納付・全室エアコン付 

・床はすべてナチュラルなフローリング・広いリビング 

・システムキッチン・天井はトップライト（天窓付） 

・2階バルコニー など 

パパイヤ ナス トマト 

入居者入居者入居者入居者受付中！受付中！受付中！受付中！    

●自立へのステップ 

「自立支援ホーム」 

単身、シェアハウ

スも運営 

見学会見学会見学会見学会参加者募集中！参加者募集中！参加者募集中！参加者募集中！    


