！

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）
ＷＡＣ
農園

葉っぱ付にんじんの収穫
葉っぱ付にんじんの収穫!
収穫!
少しずつ大切に育てています
少しずつ大切に育てています!
育てています!

にんじんが育ってきたので、収穫し
ました。葉っぱがついたままで売ら
れているのは少なく、天ぷらなどに
すると言って買われていくお客さん
もいました。

就労継続支援 B 型

にんじんの葉っぱから
にんじんの葉っぱから
しだれ桑の
しだれ 桑の添え木
桑の 添え木作業、
添え木 作業、
キアゲハが誕生しました。
キアゲハが誕生しました。 剪定作業 ! 大きく 横にも
伸ばしていきます
伸ばしていきます!!
きます!!

にんじんの葉っぱを食べていたイ
モムシを家に持って帰ってみたと
ころ、きれいなキアゲハになりま
した。朝市に来たお子さんたちも
興味津々でした。

グループホーム愛ｓａｋｕ
グループホーム愛ｓａｋｕ／
愛ｓａｋｕ／ショートステイ
国の重要文化財を置くお寺へ参拝。
四季折々の樹花とユニークな銅像の数々。
仁王様といっしょにハイ、ポーズ✌
仁王様といっしょにハイ、ポーズ✌

共同生活援助

お盆最後の日のお見送り。
7 年間ありがとうございました。
ご冥福をお祈りします。

しだれ桑に添
え木をあてて
上に伸びるよ
うに誘引作業
を行います。
今ある桑の木
に接ぎ木しま
す。

もうすぐ読書の秋
もうすぐ読書の秋!
読書の秋!
分の出荷完了!
出荷完了!
もったいない ５t 分の出荷完了
倉庫はいつも大繁盛デス
倉庫はいつも大繁盛デス!
いつも大繁盛デス!
ファクトリー

ＷＡＣ
あなたのとっておきの一冊
あなたのとっておきの一冊
捜してみませんか
みませんか!!
んか!!
アグリカフェ 捜してみませ
カフェに書籍コーナー
があることをご存知で
しょうか？玄関を開け
てすぐ左側に書籍コー
ナーがあります。一部
紹介しますと市民活動
を描いた「社会を変え
るリーダー」田中尚輝
著 1,800 円＋税など。
もうすぐ読書の秋、是
非一度ご来店しご購入
ください！

倉庫が出荷待ちの製品の壁が出来てから数ヶ
月、ようやく 5 トン分の出荷を終えました。倉
庫はこんなに広かったのか、床が見える！と感
じたものでした。しかしそれも束の間、すぐに
住宅片付けの仕事があり、あっという間に大量
の物で溢れます。

生活介護ＶｉＶｉ
毎月内容が変わる
毎月内容が変わる袋詰め
内容が変わる袋詰め作業。完成時の
袋詰め作業。完成時の
達成感にみんな満足しています
達成感にみんな満足しています!
みんな満足しています!
軽作業風景。毎回異なる
内容の詰め合わせ（アソ
ート）作業ですがメンバ
ー間で助け合いながら
行っております、少し腕
も上がってきました。作
業の中では楽しさを見
つけながら完成時には
達成感を味わっていま
す。

生活介護

2023 あいちアールブリュットに
あいちアールブリュットに
向けて！作品づくりがんばるぞ
向けて！作品づくりがんばるぞ!!
作品づくりがんばるぞ!!

2023 あいちアールブリ
ュットサテライト展に
向け絵画教室、陶芸教
室を主軸にアート活動
に取り組んでいます。

おひさまこども保育園
太陽に向かってむきを変える
太陽に向かってむきを変える
不思議な向日葵!
不思議な向日葵!ブーンとお空
ブーンとお空
からの眺めも最高デ～
からの眺めも最高デ～ス!!

玄関は ViVi
ViVi の顔!いつ、誰が
いつ、誰が
いらしてもきれいに
いらしてもきれいに
みんなで環境整備
みんなで環境整備しています
環境整備しています!
しています!
みんなの居笑の
環境整備の一環
として玄関周り
に注力、玄関前
に設置してある
蹲をメンバーが
磨いてます

↓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③三ノ輪乃郷④牛川乃郷⑤宮本乃郷

スコールシャワーああ気持ちいい
スコールシャワーああ気持ちいい!
ああ気持ちいい!
真夏のプール遊び楽しいな
真夏のプール遊び楽しいな!!
遊び楽しいな!!

クラブハウスＷＡＮＡＴＨ

セミの声にも
負けない元気
いっぱいの子
どもたち、晴
れ渡る青空の
下プール遊び
を楽しみまし
た。

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

暑い暑い夏が続いています‼ 太陽に向かっ
て咲いた満開なひまわり畑。飛行機に乗っ
て上から見てみたいですね。

いつもドアは開いています！！
いつもドアは開いています！！

豊橋市地域活動支援センター

憂えた気分も、太平洋の波と共に洗い流して…、夏の日のちょっとグレイな浜辺時間。
クラブハウス4
クラブハウス4 つの権利

屋形船から見え
るのは、子ども達
が描いた満開な
打ち上げ花火！
色鮮やかでとて
もきれいですね。

去る 8 月 15 日、お盆最後の日、当 GH メンバーだった K さんが
早朝急逝し、翌 16 日、葬儀が行われました。享年 63 歳。急性
大動脈解離でした。心臓疾患については、すでに専門医に受診
し通院中で、ご家族も同席し、手術も予定していましたが、い
きなりの状態悪化で、主治医からも想定外の急変だったことが
伝えられました。ただ、本当に一瞬で急逝されたため、苦しむ
こともなく、救急搬送直後も、表情は穏やかで就寝中と変わら
ず、ベッドに横たわってらっしゃいました。生前の K さんは、
寡黙ながら、GH での食事作りなどを手伝ってくれ、最初は、素
材切しかできなかったのが、徐々に調理もできるようになり、
毎日の夕食づくりを分担したり、朴訥としてまじめで、とても
穏やかな方でした。日中活動は、大葉作業に携わり、仲間たち
と共に、毎日のノルマをこなしていました。最後は、温かいご
家族に見守られ、本当にきれいにな表情で、旅立たれたと思い
ます。私たち GH の仲間も、ささやかながら、いっしょにお見
送りの場に同席できました。7 年間、共に過ごした日々を振り
返りながら、wac 一同、ご冥福をお祈りします。

●自立へのステップ
「自立支援ホーム」単身、シェア
ホーム、シェルターも運営

企業主導型保育
企業主導型保育

ひとりひとりが描く
ひとりひとりが描く
夜空に輝く
夜空に輝く打
輝く打ち上げ花火!
上げ花火!
きれいですね!!
きれいですね!!

お盆ということもあって、有志で、近くにあるお寺へ行って来ま
した。赤岩寺という高野山真言宗のお寺で、歴史も古く、紙亀３
（726）年に行基菩薩が開創。国の重要文化財・鎌倉時代の愛染
明王坐像他、県重要文化財・平安時代の金剛杵など、多くの文化
財を安置しているお寺です。まず、お寺の入口には、仁王門とい
う古い木造の門がそびえ立ち、両サイドには、2 人の仁王様が、
立って構えてらっしゃいます。どちらも、表情が異なり、タイプ
も異なる別の人。大きな人たちですが、ちょっと風貌がユニーク
な彫刻像です。門を回り越して、右側には、小さな石の桟橋を渡
ると、湧き水の小さな滝。触れると、とても冷たい水が流れてま
した。また、階段を上って境内に入ると、すぐ脇に、龍の象が絡
んだ水汲み場があり、上部の境内には、観音菩薩像と行基菩薩
像。ぐるりと回って、階段を降りると、中庭に、3 体並んだお坊
様の像。また、いろんな植物が植えてあり、不思議なニョキニョ
キ伸びた大きな蓮の鉢植えや、白やピンクのお花がたくさん咲
いていました。ちょっと山側にあるせいか、まむしに注意の立て
看板も。今時、まむしが出るなんて、自然豊かなんですね。残念
ながら、今回、国宝は見ることができなかったのですが、きれい
に整備された境内を散策できて、目の保養になりました。ひとし
きり散策して、今回は、お開きとなりました。また別の機会に、
文化財の見学に出向きたいものです。

４．誰からも必要とされる
役割がある

夏といえば、海。クラブハウスにも、ようやく 20 代の新人スタッフ入った
ため、車 2 台で、海に繰り出すことに相成りました。あいにく、快晴とはい
かない曇り空でしたが、真夏の雨の隙間に、車でひとっ走り、一路、いちば
ん近くの海へ。なにしろ、最短距離なので、海辺を目前に最後の道がひどく
狭い山道で、ぐるぐる回り下り、かなり手こずりました。なんとか山道を抜
けると、目の前に広がる海と浜辺。本当に穴場な海で、辺りに人気はまった
くなく、浜辺も手付かずのままのきれいさ。サーファーが数名、海に出てい
ました。車を降りて、砂浜まで出て、真近に波を見て…。本当に、わずかな
時間でしたが、気持ちがすっきりしました。帰りは、通り沿いの道の駅へ立
ち寄り、おにぎりとフローズンヨーグルトと緑茶で、軽い昼食。ほんの 2 時
間の海レクでしたが、なんとなく、憂えた気分も、波と共に洗い流せたよう
な…。ただし、次の機会には、晴天の夏の海を目指したいものです。

