MOTTAINAI よろず屋の
よろず屋の
結成式が行われました
結成式が行われました

トピックスⅠ

10 月 15 日（金）に、
「MOTTAINAI よろず屋」チームの結成式が行
われました。「お困りごとを解決します！！」として引越しのお
手伝い、ゴミ処分、部屋の片付け、お庭の手入れメンテナンスな
ど出来る事は何でも行います。承ります。いっしょに働く仲間を
募集中です。

トピックスⅢ

スタッフ紹介
スタッフ紹介

今回はＷＡＣプラスの高田

知彦さん
知彦さんの紹介です。

◎出身・・・・・・・岐阜県岐阜市
◎星座・・・・・・・乙女座
◎モットー・・・・・継続こそ力なり
◎特技・・・・・・・モノマネ
（似てる似てないはともかく）
◎自分の性格・・・・アクティブそして静寂
◎好きな食べ物・・・うなぎ
◎好きなこと・・・・食べ歩き
◎好きな有名人・・・田村正和
◎ひとこと・・・・・よろしくお願い申し上げます！

１０月活動報告
１０月活動報告

こんなことしました
こんなことしました！

1 日 8 日 15 日 22 日 29 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
5 日 12 日 19 日 26 日（火）ハートセンター市
9 日（土）農業人財大募集！！合同説明会
9 日 23 日（土）歌カフェ 13:30～
11 日（月）20 日（水）30 日（土）もったいない回収日
13 日 27 日（水）絵画教室（みんなの居笑）
14 日 28 日（木）映画ファンの会
18 日（月）W.P.B.打楽器練習（WAC ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｼﾞｵ）
19 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
20 日（水）第 109 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
21 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
29 日（金）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺

ＷＡＣ＋
ＷＡＣ＋ 福祉の窓口

ワンストップ相談
ワンストップ相談

困ったらＷＡＣプラス、ワンストップ相
談の「ＷＡＣ＋福祉の窓口」が瓦町通で
営業中です。もったいないファクトリー
のデポも兼ねています。是非お越しくだ
さい。
フリーダイヤル
０１２０－４６３－５４０
ＳＯＳ相談ホットライン
ＳＯＳ相談ホットライン
０９００９０-８５４５８５４５-０１１０
開館日時 月曜日～土曜日
10：00～19：00(予約制)
豊橋市瓦町通 1 丁目 18（旧名古屋銀行跡）
直 0532-54-2666
Tel0532-52-4315、○
Fax0532-56-0702

来年のアールブリュット第
来年のアールブリュット第1
アールブリュット第 11 アウト
サイダーアートの会場が
サイダーアートの会場が決まりました
会場が決まりました

トピックスⅡ

10 月 24 日（日）10 時から豊橋市美術博物館で来年度の会場抽
選会が行われました。2022 年は 2/5(土)第 11 回とよはし音楽祭
―豊橋市民文化会館、そして 4/5(火)～10(日)第 11 回アウトサ
イダーアート 2022 豊橋―メイン会場豊橋市美術博物館に決ま
り、これから企画をまとめて行きます。乞うご期待！！

ＷＡＣ職業
ＷＡＣ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

３障害(身体・知的・精神)の方を対象としたワード、エクセルの
初級（ワードⅠ、エクセルⅠレベル）
、応用（ワードⅡ、エクセ
ルⅡレベル）を活用した就職促進･職業訓練研修プログラム。
実務スキルアップを目的とした職業訓練コース。
初級クラス 2021 年 12 月 1 日(水)～2022 年 1 月 31 日(月)
応用クラス 2022 年 2 月 1 日(火)～3 月 31 日(木)
ワードⅠ(初級) Word の基礎、文字の入力、
文書の作成、文書の印刷、表の作成、文書の編集等
ワードⅡ(応用) 書式の設定、文書の編集、
図やオブジェクトの活用、差し込み印刷、等
エクセルⅠ(初級) Excel の基礎知識、データ入力
・編集、表計算機能 1,2、グラフ機能、等
エクセルⅡ(応用) 表計算機能、グラフ機能、
印刷機能、ピボットテーブルとピボットグラフ、
マクロ機能、Web 対応機能 等

お申込みお問合せは

0532－52－4315 大澤まで

１１月活動予定
月活動予定

こんなことします！

2 日 9 日 16 日 23 日 30 日（火）ハートセンター市
5 日 12 日 19 日 26 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
10 日（水）20 日（土）30 日（火）もったいない回収日
10 日 24 日（水）絵画教室（みんなの居笑）
11 日 25 日（木）映画ファンの会
13 日（土）第 2 回ええじゃないかオーディション
13 日 27 日（土）歌カフェ 13:30～
15 日（月）W.P.B.打楽器練習（WAC ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｼﾞｵ）
17 日（水）第 109 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
18 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
23 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
30 日（火）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺

編集後記
10 月第4 週一挙に、夏から初冬へと季節は飛んだ。昨夜、庭に虫たちのメロ
ディーは聞こえない。今日は強い北風が吹き、日差しにも冬を感じる気温10℃。
車の流れはスムーズで、街にも活気が生まれつつある。一時の閉塞感も少しは和
らいできた。国内のワクチン2 回接種率68.6％約8693 万人（21 日現在）
。法人
内接種率メンバー95％職員 98％。グループホームでは外食が始まったり、来週
には生活介護が久しぶりのレクでモリコロパークへ出かける。
まもなく公示から最短の衆議院選挙の投票日 31 日が来る。久しぶりに TV で
比例代表の政見放送を聞いてみた。各党の政策を聞いてもピンとくるものがな
い。響かない。感じられたのは、顔なじみの代議士たちが随分年取ったなと感じ
たこと。政治も今までの延長上には、未来はないのではないかと…。
この国のおかしさは、一人では何も決められないこと。国民や市民の思いや内
情を知らないこと。
（現場に弱い）
、政策遂行で民主主義というより社会主義に近
いこと。そしてそれを多くの国民や市民が受容していること。がある。近未来の
キーワードは、
「市民主権」
、
「福祉共生」
、
「自然共生」
、
「中小企業」
、
「デザイン」
、
「DX」が頭に浮かぶ。
2021.10.23 加藤政実

スローガン ①Change 変化しよう ②Challenge 挑戦しよう ③Chance 幸運をつかもう
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。

