ＷＡＣワークステーション（WAC 農園・みんなﾌｧｰﾑ
みんなﾌｧｰﾑ・
ﾌｧｰﾑ・WAC ｱｸﾞﾘｶﾌｪ・
ｱｸﾞﾘｶﾌｪ・W-C ﾌｧｸﾄﾘｰ･もったいないﾌｧｸﾄﾘｰ
ﾌｧｸﾄﾘｰ･もったいないﾌｧｸﾄﾘｰ）
･もったいないﾌｧｸﾄﾘｰ）
水耕から苗を
水耕から苗を土に
苗を土に定植します
土に定植します！
定植します！

就労継続支援 B 型

収獲ですよ
収獲ですよ～
ですよ～。空豆、パッションフルーツ
パッションフルーツ！
フルーツ！

ＷＡＣ
水耕で大きく成長した
野菜を土に植え替えま
す。
これまた、大きくなるん
ですよ〜
チンゲンサイ、サラダ
菜、色々ありますよ〜
たまに、すごい MIX 野菜
もできてます笑笑
メンバーさんの愛情た
っぷりなので甘いです
よ〜

農園

初めて空豆
を育ててみ
ました！！
な、なんと！
こんなに実
がなりまし
た〜！！
収穫時が難
しいんです
よ〜

歌カフェ 準備できました！！
準備できました！！

やっとパッシ
ョンフルーツ
の花が咲きま
した！
牧野さんも満
面の笑みがこ
ぼれますね
〜！
徐々に実がな
りはじめてま
すよ〜！！

生徒のみなさん
生徒のみなさん 待ってて下さい！！
待ってて下さい！！

ＷＡＣ
アグリカフェ
アグリカフェ

グループホーム愛ｓａｋｕ
グループホーム愛ｓａｋｕ

共同生活援助

高山旧市街散策と高山ラーメン工場見学・有志研 遊ぶ食づくりをイタリアンでトライした誕生
会第１弾＆連休レク第 2 弾は、極楽湯でひと
修旅行。土砂降りの乗鞍は見送り、晴れて初夏の現 会第１弾＆連休レク第
風呂浴びて・定番和食でまったりと。
地視察できました。
5 月21 日、今年の春の有志研修は、手軽に日帰りバス旅
行となりました。当初の目的は、乗鞍で雪の氷壁回廊を体
験しよう！というものでしたが、当日はあいにくの大吹き
降り雨。しかも、乗り合い観光ツアーのため、途中回り道
も多く、目的地に到着したのは、昼過ぎ。その頃には、天
気もすっかり晴れましたが、乗鞍スカイラインは落雪の恐
れもあり封鎖。結局、山の上まで、遠出して昼食を食べる
だけの7 時間は、キツかったぁ。しかし、その後のコース
は順調で、名物高山ラーメン工場での試食と買い物、高山
の古い町散策などを経て、順調に帰路に着けました。高山
旧市街は、数度目でしたが、何度訪れても飽きない風情が
ある良い町です。古い旧家が立ち並ぶ商店街の奥にもまた
お店があり、手焼きのネギみそ煎餅も購入。美味でした。
入院中の訓練生仲間には、仲間で小遣いを出し合って、
“さるぼぼ”という子供の神様のお守りを買い、旅行後、
さっそく届けました。名物高山ラーメンは、細い縮れ麺と
しょうゆ味のスープが特徴ですが、店により、若干味は異
なります。見学した工場の試食ラーメンは、塩味がさっぱ
りしていて程よく、これまたお土産に最適。昼食の飛騨牛
のすき焼きなべも、なかなかのものでした。とにかく現地
が晴れてよかった。行きは土砂降り・帰りはスイスイ。
皆、程よく楽しめた初夏の１日となりました。

連休レクを兼ねての今回の食事会は、オモチャ
シズオカのイタリアン・バイキング。名前から
して不可思議なお店ですが、子供が遊べる食事
処といった開放的な空間づくりで、ドンドン出
てくる焼き立てピザが、かなりオススメ。約30
名が十分入れる広々としたスペースを貸切り、
数種類の変わった素材のパスタが運ばれた他、
おかゆなどの和風食材もあり。サラダやデザー
ト、ソフトクリームは、思い思いにトッピング
して、お好みのパフェが作れる他、自分で、ホ
ットケーキを焼くこともできてしまう。ドリン
ク各種も、もちろん飲み放題とあって、どれだ
けでも遊べる食づくりが楽しめそうなお店でし
た。ただ、ちょっとお子様多く、全部がミニチ
ュア的だったので、若干、ボリューム感には、
かけたかも。期待しただけに、あれ？という感
もありましたが、参加者皆が、楽しんでくれた
ので、ま、良かったかナ？ 仕事で参加できな
かったメンバーもいましたが、１日挟んで、極
楽湯レクも入れて、ほぼ全員が参加できた連休
の誕生会＆食事会・温泉レクでした ☀

↓グループホーム愛sakuラインアップ 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⑤牛川乃郷⑥宮本乃郷

歌カフェはドリンク付きで 500
円です。第 2 と第 4 土曜日 p.m.1
時半より p.m.3 時半までお楽し
み頂けます。

ＷＡＣ職業訓練センター
ＷＡＣ職業訓練センター

就労移行支援

豊が丘高校の購買の下ごしらえに追わ
れます。
●自立へのステップ
「自立支援ホーム」単身、シェア
ハウス、シェルターも運営

茶亭おふく
茶亭おふく

施設外就労
施設外就労

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 7 月と 1 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。
レタスの仕込みをしているＳさ
ん。お仕事を覚えて工賃アップに
つながるように一生懸命頑張っ
ています。
おふくでは店内でのサービスの
他美味しくてボリュームのある
お弁当も販売しています。是非食
べてみて下さい！

クラブハウスＷＡＮＡＴＨ

豊橋市地域活動支援センター

いつもドアは
いつもドアは開いています！！

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

生活介護

カラフルでポップな鯉のぼり
カラフルでポップな鯉のぼり！
ポップな鯉のぼり！

受講期間 2019 年 7 月 1 日(月)～2019 年 12 月 27 日(金)
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 戸田まで

クラブハウス4
クラブハウス4 つの権利

生活介護ＶｉＶｉ

予想外に増えた車イス移動にもめげず、チームワークで乗り切った連休レク。
のんほいパークは、今回も充実しました (=^・
(=^・^=)♡
^=)♡
5 月の連休は、久々に、のんほいパークの動物たちと植物たちに会いにミニレクを敢行。翌
日がかなりの吹き降りだっただけに、ギリギリセーフで、ほどよい日射しの中、車イス 3 台
を使って、１日を乗り切りました。動物たちは、恒例のキツネ・狸たちから始まって、鳥類、
日本猿、カンガルー、ライオンやトラやクマたちを観て、草原の動物たちを遠目で眺め、最
後に夜行動物たちと、象と白クマたちを観て、ほぼ全体を網羅。その後、植物園を観て、無
事、工程を終えた感じ。昼食は、持参のお弁当で、丘の上で、休憩しながら、ひと休み。自
販機で買った飲み物やアイスクリームも楽しめ、まずまずのお腹具合でした。今回は、当初、
１台の予定だった車イスが、2 台になり、最後は、3 台必要になり、メンバー間でも、歩きき
れない仲間が予想外に増え、それを、他の仲間が支えて、ずっと車イスを押し続けた人や、
途中交代しながら、約 3 時間、歩き続けたこと。また、トイレのフォローなども手分けして
行えたことなど、チームワークもよく、長年の訓練が実を結ぶ形となりました。今年の夏も、
《ナイトZOO》行くぞ！！ 乞うご期待！！

みんなで歌おう！
みんなで歌おう！笑顔でキュートな仲間たち！
笑顔でキュートな仲間たち！

五月に入り、全
員で鯉のぼりの
イラストを描く
時間を設ける
中、
WAC で一番若
手の新メンバー
のカラフルでポ
ップ、でも鯉の
ぼりの色合いで
元気に描かれた
イラスト。シン
プルで素直な表
現に感動です！

WAC への通所が始まっ
た当初は、見知らぬメン
バーが集まる場を怖が
っていた彼ですが、３回
目ともなるとダンスを
交えてのノリノリご機
嫌での参加です。この日
もベテランメンバーと、
オカリナの演奏に併せ
て可愛い笑顔を振り撒
いてくださいました。

オセロゲーム
オセロゲーム＆ドミノ
ゲーム＆ドミノ倒し
＆ドミノ倒し楽しいゾ！
倒し楽しいゾ！

WAC メンバーの中には、将
棋や囲碁、オセロゲーム、
カルタ取りなどの強者が
数人存在します。新しく仲
間入りした新参者と、ベテ
ランの対決シーン。勝敗は
…新参者の圧倒的勝利！
鮮やかでした！！

単純だけど何故ド
ミノ倒しは楽しい
のでしょう？無心
になって単純作業
に集中。老若男
女、このゲームを
嫌いな人は居るの
かな？この日も新
しく持ち込んだド
ミノに興味津々の
二人。しばらく夢
中で時間を忘れて
いました…

ブロッコリーを
ブロッコリーを使ったお料理はいかが
使ったお料理はいかが！！
いかが！！
農園の収穫物で、花が咲いて固く伸び
たブロッコリーが大量に残り、週末で
売り切ることも出来ず無駄にしてし
まうのも悲しいので、みんなの居笑の
昼食に使わせてもらいました。食べや
すいように茹で、薄切りにしたりミキ
サーで撹拌したり。メニューはお料理
上手な新スタッフ考案の「ブロッコリ
ーのポタージュ」て「ブロッコリーと
ウインナーのペペロンチーノ」でし
た。無農薬でワイルドに育った野菜は
さすがに味も濃く甘い！しっかり噛
みしめて皆で味わいました。

