
  

  

  

  

 

ＷＡＣ地域生活支援センターＷＡＣ地域生活支援センターＷＡＣ地域生活支援センターＷＡＣ地域生活支援センター        相談支援相談支援相談支援相談支援    

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！    

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            企業主導型保育企業主導型保育企業主導型保育企業主導型保育    

 3 日 10 日 17 日 24 日 31 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店) 

 6 日（月）全体集会 15:30～（WAC ビル 1F） 

 7 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑） 

 7 日 14 日 21 日 28 日（火）ハートセンター市 

 9 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場） 

11 日 25 日（土）歌カフェ 13:30～（WAC アグリカフェ） 

13 日（月）バスレク 富士五合目＆山中湖 7:30～ 

15 日（水）生活介護健康診断 15:00～（WAC ビル 2F） 

18 日（土）第 71 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設） 

19 日（日）いきいきフェスタ（ライフポートとよはし） 

23 日（木）アフター4レク カラオケ＆マクドナルド 

25 日（土）ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ誕生会 16:30～ 極楽湯 

26 日（日）グループホームモーニング会 ガトーフルール 

30 日（木）「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺 

今年のナイト ZOO は、ことのほか人気、それにあやかろうと情報

収集も兼ねて、8 月 24 日豊橋市役所で開催されたシンポジウム

ボルネオ「ぼくらはいのちをつなぐ風になる」に参加してみた。

生物多様性の宝庫ボルネオを舞台にボルネオゾウやオランウー

タンなど野生動物が危機に瀕しており、それを救おうと NPO 法

人ボルネオ保全トラストが呼びかけ、全国の動物園６園（豊橋含

む）と一緒にボルネオ恩返しプロジェクトを実行する内容で、人

気の旭山動物園坂東元園長の客引きパンダ効果もあり満員御礼。

マレーシアサバ州が、森林伐採でアブラヤシのプランテーション

が拡がり、野生動物の生育エリアが縮小していく中、彼らの住む

場所の保全のため森を購入したり、木の移動用檻を提供したりし

て野生動物を守る運動である。帰路の際、ボルネオの野生動物の

絶滅危惧種を考える時、私たちの地域、東三河人そのものが絶滅

危惧種？なるのではないかという不安がふつふつと湧く。 

2018.8.31  加藤政実 

ふだん生活していて困っていることや、福祉サービスの利用な

ど、障害児（者）やその家族が地域で安心して生活できるよう、

相談支援専門員が相談に応じ、適切な支援を行います。障害者

手帳をお持ちでない人の相談にもお答えし、来所できない人に

は、電話又は訪問による相談も行います。また、毎月障害者・

障害児対象の相談会＆セミナーも開催しています。9 月の日程

は次の通りです。 

「輝け未来セミナー」加藤政実の講演＆相談会「輝け未来セミナー」加藤政実の講演＆相談会「輝け未来セミナー」加藤政実の講演＆相談会「輝け未来セミナー」加藤政実の講演＆相談会    

日時 9 月 12 日（水）セミナー14：00～15：30 

a 相談会 15：30～18：00 

会場 WAC ビル 2F 研修室 

対象 障害者・障害児及びご家族の方  

参加費 無料（相談は時間予約制） 

※人数多数の場合は相談支援専門員 3名で対応いたします。 

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    

WACNET.WACNET.WACNET.WACNET.グループで一緒に働きませんかグループで一緒に働きませんかグループで一緒に働きませんかグループで一緒に働きませんか    

転職・新卒大歓迎します！！転職・新卒大歓迎します！！転職・新卒大歓迎します！！転職・新卒大歓迎します！！    

国が進める働き方改革で女性正職 

員の活躍の場を拡げるための施策 

「企業主導型保育事業」を活用し 

ました。女性が継続的に働こうと 

すると０才から３才までの子育て 

期間が、核家族が進行する現行の社会では難しく、その部分を埋

めることが必要となります。私どもでは、産前産後の期間以外

は、職員の勤務体制に合わせて臨機応変に子育てに対応してい

きます。働く環境の隣にある保育園を活用して働いてみません

か。地域社会の生活課題、社会課題の解決を図ることを実践する

NPO 法人で、あなたのもちうる力と感性を最大限に発揮して地域

社会のために活躍していきませんか。「みんなのしあわせ」の実

現にむけて・・・ 

トピックストピックストピックストピックスⅡⅡⅡⅡ    ＷＡＣ見学ツアーＷＡＣ見学ツアーＷＡＣ見学ツアーＷＡＣ見学ツアー    

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） 

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） 

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レストランで食事 16:30～ 

トピックスⅠトピックスⅠトピックスⅠトピックスⅠ    日々雑談日々雑談日々雑談日々雑談    「いらっしゃ「いらっしゃ「いらっしゃ「いらっしゃいませ」いませ」いませ」いませ」    

 問屋町の「おふく」で働く利用者○○さんに会いに行ったら、

さわやかな元気な声に迎えられました。 

（○○さんマジだな） 

「いらっしゃいませ」「お決まりですか？」 

（完全にウエイターさんだな○○さん） 

仕事が一段落したところで今度は○○さんがボクのところに

来て、「教えてください。お水を出す時は右からですか？左から

ですか？ランチのトレイを下げるのは右からですか？左からで

すか？」答えても答えても質問が飛んでくる。 

（○○さん超マジだな） 

 こちらも負けじと、一緒になって[きれいな接客方法]の確認

をします。だから、なんだか楽しく疲れた１時間を過ごしまし

た。すると、更にさわやかな元気な声が 

「ありがとうございました」 

（マジな○○さん、ステキですね）         鈴木清隆 

農業に関心のある方向けの農業の基礎がわかる就農訓練「有機

農業従事者」研修が始まります。年 2回 10 月と 4月が入校時期

で、座学と実践を農業・福祉の専門家が指導にあたります。実習

は WAC 農園を主体に関連施設も使いながら進めていきます。  

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 10 月 1 日～2019 年 3 月 29 日  

カリキュラム 

□有機農業概論 有機農業の基礎技術 

 土づくり 種苗と品種 微生物と生きた土等 

□栽培技術 野菜栽培の基本技術 

 果樹栽培の基本技術等 

□保存加工法 天然酵母パン 

 クッキー ハーブ ジャム等  

□演習実習 露地、ハウス栽培 

 水耕栽培等演習実習 有機先進農家等の見学 

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 

WACNET.の活動をまるごとお見せする WAC 見学ツアーも今回で

72 回。代表の加藤からの WACNET.のミッション、めざす姿など

概要のレクチャーを受け、仕事の場（就労、生活）から住まい

（GH）までの見学を行います。お昼は WAC アグリカフェで自家

農園の野菜を使用した、オーガニックランチを召し上がってい

ただきます。ツアーでは、参加メンバーにより見学の内容が変

わったり、代表からの話も変わる。言ってしまえばオーダーメ

イドのツアーとも言えます。今回はご本人、ご家族、学校・行政

の方の対象となります。 

「「「「9999 月の月の月の月の WACWACWACWAC 見学見学見学見学ツアーツアーツアーツアー」」」」    

スケジュールは次の通りです。 

9 月 12 日（水）午前 10 時～午後 3時 30 分 

a 集合時間  午前 9時 50 分 

集合場所 WAC アグリカフェ 

参加費 2500 円（ランチ、コーヒー、資料代含む） 

お問合せ申込みは 0532－52－4315 柴田まで 

 



    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

8 月 18 日（土）行って来ました豊橋のんほいパークの“ナイトナイトナイトナイト

ＺＯＯＺＯＯＺＯＯＺＯＯ”。いやぁ、良かったです、思いの他。昼間と違って涼し

い夜風の中、コースを変えると、ゆっくり独占して動物たちを

観て回れます。夜間になると、暗闇の中に、異国情緒あふれる

バザールが登場し、イルミネーションの中で、ゆっくりと食事

しながら、スペイン風仮装の芸人サンたちとやりとりも。最後

は、光のパラダイスショーと、横浜から来た炎のジャグリング

ショーで大盛り上がり。この大道芸人・performerSYO 氏は、有

名な方ですが、火の燃え盛る棒５本をすごいスピードで回転さ

せたり、不安定きわまるジャングルジムのような組細工の上で

アクロバットを披露したり、命がけの芸を、ユニークで人間味

あふれるトークで笑わせてくれながら、次々と難技を繰り広げ

てくれました。小学校の頃から、毎日 8時間訓練したとのこと。

涙涙…。頭が下がります。約 3 時間、皆、心から充実した一夜

でした。 

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    

GH 旅行では、小グループに分け各班ごと

に点呼をとりあい、バラバラにならない

よう、皆で協力しあって行動しています。 

穏やかに晴れた日は、身体を動かす絶好のチ

ャンスです！ 今年のキビシイ暑さに、なか

なか屋外の活動には尻込みしがちなメンバ

ーも、美味しいご馳走のオマケ付きなら、よ

ろこんで賛成してくれます。今回は、みんな

で作ったハンバーガーとフライドポテトを

持って、幸公園へ。木陰でゆっくり味わった

後は、池の周りをウォーキングしました。 

豊川市蔵子のカフェ･グラデュアルで開催中の、琺瑯看板コ

レクターの佐溝力の個展をメンバーみんなで作品を拝見し

にうかがいました。 

今回の作品展は、看板ではなく、廃材を使ってのデザイン、

実にポップでユニーク！  これまでの見たことのない新鮮

な表現に、みんなも興味津々。 気さくで親切な佐溝さんの

楽しい解説でもっとたくさんの作品を、次回は、琺瑯看板コ

レクションの本拠地であるご自宅で拝見させて頂くお願い

をして帰りました。 

 

みんなの居笑では、毎月替わりで、季節の貼

り絵を展開しています。 今月は、次の 9 月

に向けて、少し秋らしい題材を考えました。

テーマは｢秋のくだもの｣。たくさんのくだも

のを、秋らしい色使いで表現しました。 

冬野菜を作る為、暑い中の

畝造り。機械がうまく操縦

出来なくて畝が曲がって

しまいます。まっすぐ作れ

るコツを誰か教えてくだ

さーい!! 

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    

精神障害を抱える仲間による、自主活動の場でもあるクラブハウス

WANATH。現在は、毎日5～15名のメンバーが集い、ミーティング、

昼食づくり、エコキャップ回収、清掃、体操などを中心に、役割分

担をしながら活動しています。毎日の活動の中心は、なんといって

も昼食づくり。皆でメニューを決め、どれだけ美味しく調理できた

か、今日の味わいはどうか、皆で感想を言い合います。ちょっとし

たことですが、焼き加減やゆで加減、調味料の隠し味の使い方など、

吟味しながら、調理の腕を磨く日々。そして、午後の活動の後は、

おやつタイム。ドリップ珈琲と手作りおやつで一服。その後は、ス

トレッチ体操と筋トレでひと汗かいて体力づくり。皆で、いっしょ

に色々な悩みや問題を話し合い、また、いっしょに食事を分かち合

うことが、いかに楽しいか、仲間と安心感を実感する瞬間です。ぜ

ひ、皆さん、遊びに来てください。歓迎しますよ！ 

 

8 月 13 日（月）は、御盆恒例の日帰りバス旅行です。今回 

は、総勢 36 名が参加。静岡を抜け、山梨県山中湖までの行 

程です。まずは、河口湖サル回し劇場。なんと、到着した 

途端、雷鳴り響く大雨となりましたが、なんとか会場に駆け 

込み観覧。おサルさんたちの曲芸もさることながら、芸人の 

方々との積み上げた苦労と想いが語られ、感慨深いものがあ 

りました。とても大人しいおサルさんと、元気なおサルさんの２組でしたが、おサル

さんとは、目を合わせてはいけないとのこと。目を合わせてしまうと、怖がって野生

に戻って威嚇行為に出てしまい危険とのことでしたが、最後には、子供たちといっし

ょに写真撮影していて可愛らしかったです。このおサルたちは、熊本県の南阿蘇から

避難してきたおり、大震災の復興支援でも活躍しています。お土産に、復興支援時の

名物おサル饅頭も購入してみました。お楽しみのランチのイタリアンバイキングは、

趣きのある広いレストランで、焼き立てピザやローストビーフの他、煮込み料理やフ

ライ、サラダ、デザートなどもあり、食べやすく、美味しかったです。皆、大満足か

な。渋滞のため、富士スバルラインは省略し、山中湖の水陸両用で有名なカバ BUS2 号

に乗り込み、山中湖クルーズへ。このバス、制作に１億 5000 万円かかっているとの

ことで、タイヤは、そのままの状態で、水の中に深水するのだそうです。スゴイです

ね。湖からは、曇り空の中、富士山もうっすら見えました。山中湖は赤牛が横たわっ

ている形をしていて、赤牛伝説があるそうです。帰り道は、思ったよりもスムーズで、

最後のサービスエリアで夕食弁当の積み込みです。なんと、1500 円もする豪華な幕の

内弁当とお茶。食べやすくて、皆、さっそくパクついてました。行きの渋滞もあって、

戻ったのは、夜の 22 時半。丸１日、皆で協力し合い、おかげで大きな問題も事故もな

く、無事過ごせました。本当に、あっという間の１日でした。 

 

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    

 

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    

ハートセンターで直売！！ 

WAC 農園で作った新鮮野菜、みんなファ

ームで作った梨を販売しています。梨の

評価は上々で、評判が良いです。「来年は

もっと美味しい梨を作りたい」と意欲が

わいてきます。ガンバルぞー!! 

 

8月19日（日）は、いきいきフ

ェスタに参加しました。野菜の

販売やカレー販売のわくわく

ＷＡＣ号も出店しました。 

大清水の農園では、露地栽培で現在はししとう、きゅうり、

おくら、パプリカ等を作っています。ＷＡＣメンバーが精

魂こめて栽培しています。 

毎月開催される陶芸教室、今回のお

題は｢私が好きなもの｣。メンバーさ

ん、各々自由に粘土をかたちにして

いきます。 

WAC アグリカフェでは、お客

様に喜んでいただけるよう

に メンバー 一丸となり毎

朝 お弁当を仕込み、店頭商

品も、オーガニックで安心安

全なお野菜を充実させて店

内美化にも務めています！

(^ ^) 

いきいきフェスタ恒例のウォーキング 8kｍフェ

スタに今年は、9名で参加。毎年歩いているので、

皆、今年は、楽勝かな？ 無事いきいきフェスタ

会場まで、完遂。いい汗かきました。来年も、が

んばるゾ！！ 

 

夏休み夏休み夏休み夏休みバスレクツアーバスレクツアーバスレクツアーバスレクツアー富士山・河口湖＆山中湖カバ富士山・河口湖＆山中湖カバ富士山・河口湖＆山中湖カバ富士山・河口湖＆山中湖カバ BUSBUSBUSBUS クルーズクルーズクルーズクルーズ 

新築 新牛川乃郷（定員 7名） 

2018 年 11 月開設 

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 

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！！    

暑～暑～暑～暑～いいいい夏の農園夏の農園夏の農園夏の農園アラカルト！！アラカルト！！アラカルト！！アラカルト！！    

いきいきフェスタいきいきフェスタいきいきフェスタいきいきフェスタ    

みんなで今年もみんなで今年もみんなで今年もみんなで今年も参加しました参加しました参加しました参加しました！！！！    

8888月月月月4444日日日日    幸公園幸公園幸公園幸公園ウォーキング！ウォーキング！ウォーキング！ウォーキング！食べ食べ食べ食べたよたよたよたよバーバーバーバーガーガーガーガー！！！！    佐佐佐佐溝力溝力溝力溝力サンサンサンサンとのとのとのとの新しい新しい新しい新しい出会い見出会い見出会い見出会い見～～～～つけたつけたつけたつけた！！！！！！！！    

ファファファファササササードードードード＆＆＆＆    

ＡＲＴＳＡＲＴＳＡＲＴＳＡＲＴＳ    

みんなで作ったみんなで作ったみんなで作ったみんなで作った    

秋のフルーツ秋のフルーツ秋のフルーツ秋のフルーツ    

作ろう作ろう作ろう作ろう！！！！造ろう造ろう造ろう造ろう！「！「！「！「私が好きなもの私が好きなもの私が好きなもの私が好きなもの」」」」    

現在の工事の様子 

↓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 

豊橋の豊橋の豊橋の豊橋の新名所新名所新名所新名所    ナイトＺＯＯナイトＺＯＯナイトＺＯＯナイトＺＯＯに大満足なのダ！に大満足なのダ！に大満足なのダ！に大満足なのダ！    

 

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 

2017201720172017年年年年「「「「一枚のはがき」一枚のはがき」一枚のはがき」一枚のはがき」ベストベストベストベスト作品展作品展作品展作品展    

 

デイリーワナス 

かわいいカバかわいいカバかわいいカバかわいいカバＢＵＳＢＵＳＢＵＳＢＵＳバックにバックにバックにバックに    

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    

８キロ８キロ８キロ８キロウォーク完歩！ウォーク完歩！ウォーク完歩！ウォーク完歩！    

開

催

中

開

催

中

開

催

中

開

催

中    


