善意銀行様よりジュビロ磐田の
善意銀行様よりジュビロ磐田の
ユニフォームを頂きました！
ユニフォームを頂きました！

トピックスⅠ

善意銀行様よりサッカーJ リーグのジュビロ磐田のユニフォー
ムを寄付して頂きました。中にはサイン入りの物もあり希少価値
が高いです。５０枚ほど頂き、ＷＡＣのメンバー全員に行き渡り
ました。大切に使わせていただきます。

スタッフ紹介
スタッフ紹介

トピックスⅢ

みやの

今回はおひさまこども保育園の宮野

みなみ

美波さんの

紹介です。

◎出身・・・・・・・愛知県豊橋市
◎星座・・・・・・・いて座
◎モットー・・・・・笑顔で過ごす
◎好きな食べ物・・・肉類
◎すきなこと・・・・趣味は特にないです
◎ひとこと・・・・・毎日笑顔で信頼関係が築けるように努力

トピックスⅡ

もったいないファクトリー
ココフリマに
に出店しました！
ココフリマ
出店しました！

3/3 ひな祭りの日にココフリマに出店してきました。今回は 2
回目の参加でした。前回の反省から不用品回収場所が分かるよ
うに表示を作ったり、小物はラッピングしてまとめ売りにした
り、ちょっとした工夫をして挑みました。前回よりも多くのお
客様に立ち寄っていただき、とても嬉しく感謝でいっぱいです。

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 2022 年 5 月 2 日(月)～6 月 30 日(木)
応用クラス 2022 年 7 月 1 日(金)～8 月 31 日(水)
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

しています。
お申込みお問合せは

３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（火）ハートセンター市
4 日 11 日 18 日 25 日（金）有機朝市8:30～(アツミ山田店)
5 日（土）WACNET.法人説明会
5 日（土）セミナー B 型でA 型並の工賃を実現する！！
9 日 23 日（水）絵画教室（みんなの居笑）
10 日（木）22 日（火）30（水）もったいない回収日
10 日 24 日（木）映画ファンの会
12 日 26 日（土）歌カフェ 13:30～
15 日（火）陶芸教室 13:30～（みんなの居笑）
16 日（水）第 114 回 WAC 見学ツアー（WAC ビル＆施設）
17 日（木）避難訓練 15:00～（WAC 駐車場）
21 日（月）W.P.B.打楽器練習（WAC ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾀｼﾞｵ）
30 日（水）
「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

４月活動予定
月活動予定

0532－52－4315 戸田まで

こんなことします！

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
5 日（火）～10 日（日）アウトサイダーアート特別展示
9 日 23 日（土）歌カフェ 13:30～
12 日（火）20 日（水）もったいない回収日
13 日（水）29 日（金・祝）セミナー B 型でA 型並の工賃を実現する！！
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 114 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）
30 日（土）
「ゴミ０の日」全員環境整備 8:00～瓦町周辺

編集後記
日本の春はいつも香しい。曇り空にさくらの花びらがヒラヒラ舞い、自然
の恵みをいっぱい感じ、ある意味ゆめごごちの時を過ごす。しかし、今年の
春は何故かスッキリしない。大きなカスミというか、もやが世界にも日本に
もかかっていて落ち着かない。気分一新したいのに春を感じ取れない・・・。
そんな時、SONGS を視聴していて、ユーミンの「春よ、来い」と童謡の「春
よ来い」のコラボに出会い、いつもは感じない感動をおぼえた。
「淡き光立つ 俄雨 いとし面影の沈丁花 溢るる涙の蕾から ひとつひとつ香り
始める それは それは 空を越えて やがて やがて 迎えに来る 春よ 遠き春
よ 瞼とじればそこに 愛をくれし君の なつかしき声がする 君に預けし 我が心
は 今でも返事を待っています どれほど月日が流れても ずっと ずっと 待って
います それは それは 明日を超えて いつか いつか きっと届く 春よ まだ
見ぬ春 迷い立ち止まるとき 夢をくれし君の 眼差しが肩を抱く 夢よ 浅き夢よ
私はここにいます 君を想いながら ひとり歩いています 流るる雨のごとく 流る
る花のごとく 春よ 遠き春よ 瞼閉じればそこに 愛をくれし君の なつかしき声
がする 春よ まだ見ぬ春 迷い立ち止まるとき 夢をくれし君の 眼差しが肩を抱
く」
2022.3.25 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。

