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）

就労継続支援 B 型

育苗ベンチへ
育苗ベンチへ苗の
ベンチへ苗の定植します
苗の定植します！
定植します！

野菜の生育チェック
野菜の生育チェック ＯＫ！
ＯＫ！

ＷＡＣ
定期的に季節の野菜
を育苗専用施設で、
育成しています。発
芽生育した苗を、専
用の育苗施設で大き
くして、本圃に定植
します。

農場では季節の野菜を、少量
多品目栽培しています。
化学肥料を使わず、土壌の持
つ無限の力を引き出し、有
機、無農薬栽培をめざしてい
ます。
農場スタッフは、日々植物を
観察し、害虫、病気の早期発
見に努めています。
雑草には苦労しています。

農園

美博から
美博からカフェへ
からカフェへ アールブリュットとよはし
アールブリュットとよはし

朝採り新鮮
採り新鮮野菜の
新鮮野菜の登場
野菜の登場デス
登場デス！
デス！

ＷＡＣ
アグリカフェ
アグリカフェ

５月８日からは地元
鈴木晶子サンが登場します。

ＷＡＣ職業訓練センター
ＷＡＣ職業訓練センター

就労移行支援

ま ち な かギ ャ ラリ ー
「 ア ー ルブ リ ュッ ト
とよはし」、カフェ店
内で福田優飛サン、木
村全彦サン、国保幸宏
サン、吉田裕志サン、
小 寺 由 理子 サ ンの 作
品を展示中です。５月
７日まで。

グループホーム愛ｓａｋｕ
グループホーム愛ｓａｋｕ

共同生活援助

花見会！！
花見会！！ 肝の炭火起こし技術も向上
みんなで囲む・美味しいバーベキュー会
みんなで囲む・美味しいバーベキュー会！
で囲む・美味しいバーベキュー会！

今月のモーニング会！
今月のモーニング会！
お洒落なベーカリー・カフェで、まったり気分✿

今年の開花は遅咲きか早咲きか。ギリギリま
で迷いましたが、無事、予定の 4 月第１土曜
日にほぼ桜満開のタイミングで、恒例の花見
会が向山公園にて開催できました。今年は案
じていたバーベキューの炭火起こしも順調
で、4 班に分かれて行い、各種の肉を焼いて
頂きました。飲料担当や、お皿と箸配り、お
菓子配り、タレ入れ、座席シート敷きなど、
各メンバーが各々配置し、順次配布して行き
ます。最初は、豚ロースから始まり、下味浸
しの鶏ももぶつ切り、ウインナー2 種、味付
け豚肉、牛肉ステーキなどの他、焼きオニギ
リやゆでジャガイモ等の野菜各種を順次焼い
て、最後の締めは、やきそばで、ほぼ全員満
腹！ 大変なのは、その後の片付けなのです
が、こちらも順調に各班、火消し、機材運び
など、皆で手分けして運びました。毎年のこ
となので、だんだん準備から片付け、移動ま
で、上手になって来ている感はあります。美
味しく食べて、美味しく歓談。炭火起こしの
工夫も技術の試し処。皆のチームワークのお
かげで、今年も心強い花見会でした✿✿✿

↓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
WAC アグリカフェに農場で朝収穫した
新鮮有機栽培野菜を陳列。
●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

豊丘高校購買
高校購買

４月スタート

介護職（高齢者施設・障害者施設・訪問介護・各種事業所等）向け
の、介護職入門コース。
「介護職員初任者研修課程」
。資格取得の他
に現場での実践も含まれています。今後介護福祉分野を希望する方
には大変有効なライセンスになります。
受講期間 2019 年 6 月 3 日～2019 年 8 月 30 日

生活介護ＶｉＶｉ

生活介護

みんなの居
みんなの居笑２階はアールブリュットギャラリー！
アールブリュットギャラリー！

人気メニュー
カリキュラム
□介護に関する基本的理解・基本的考え方・
こころのしくみ・からだのしくみ
□自立に向けた介護の展開・生活と家事・
居住環境整備・整容・移動移乗介護・
食事介護・入浴清潔保持介護・
排泄介護・終末期介護
□生活支援技術演習 □生活支援現場実習
□ワークショップ
□課題レポート
募集最低人数 6 名以上 □お申込みお問合せは 0532－52－4315 稲川まで

豊丘高校の購買が、４月１０日
より始まりました。
今人気の商品を思考錯誤中で
す。カフェでも少し販売します
のでよろしくお願いいたしま
す。

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！！
クラブハウス4
クラブハウス4 つの権利

ふつうに出来て・さり気なく出来て・いつの間にか終わった、けれど、よく働きました。
『第 8 回 ART BRUT 2019 TOYOHASHI～アウトサイダーアート
TOYOHASHI～アウトサイダーアート 2019 豊橋』

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

今月のモーニング会は、焼き
立てベーカリーのお店、アン
プレシオンのカフェ・レスト
ランにて、5 種のパンとスー
プ・サラダ、フルーツベリー
ジャム付きに、お好みの飲料
で、１コイン（500 円）内で
頂ける、という優れ物企画。
さすがに、穴場的な雰囲気で
したが、すでに満席。しばら
く待った後は、テラス席３つ
を貸し切っての、ゆったりモ
ーニングでした。ちょっとし
た日常の隙間のくつろぎが、
さりげなく頂けるカフェ・レ
ストラン。いつもはガチャガ
チャ騒々しいメンバーも、こ
の時ばかりは、ちょっと上品
気分で、味わってました。場
所が変わると、表情や佇まい
も変わるものなのですネ！
次回も乞うご期待！

4 月 9 日（火）～14 日（日）、豊橋市美術館にて、
『第 8 回 ART BRUT 2019 TOYOHASHI
～アウトサイダーアート 2019 豊橋』が開催されました。クラブハウスメンバー
も、受付～来客対応～後片付け・搬出作業まで、皆で出かけて、お手伝い。普段
は、余り、一般社会の方々と直接やりとりする機会が少ないのですが、今回は、
声かけから、記帳案内、パンフレットや作品リストの受け渡し、作品絵ハガキ販
売、カウント等などを担当。いつもは、神経を使いすぎたり、ストレス耐性の弱
さから、気力・体力的に疲れやすい部分もあるのですが、意外と皆、落ち着いて
対応もでき、最後の作品梱包から、搬出作業まで、交代で、ほぼ丸１日、立ち働
いても、バテずにやり遂げられたのは、意外です。皆でごくふつうに何気なく安
定して作業できたことが、大きな前進だと、つくづく感心させられたところです。

みんなの居笑の 2 階のギャラリースペースでは、5 月 7 日まで第９回
アールブリュット展まちなかギャラリーとして白井善秀さんの作品を
展示しています。展示作品の内、大型作品の 3 点は 4 月 9 日より豊橋
美術館にも出展頂いたもの、それに加え他にも白井さんの温かくて素
朴な優しさがたくさん詰まった作品をご覧頂くことが出来る場所にな
りました。もちろん榊大介サン、高田誠サン、生活介護のみんなの作
品も展示してあります。

楽しい！
楽しい！おもしろい！
おもしろい！再発見！
再発見！
アールブリュットまちなか
ギャラリーを、みんなの
居笑の窓ガラスや壁面を
使い宣伝しています。2
階の窓辺には生活介護
メンバーが作成したフレ
ームアート作品が飾られ
ています。道を往来する
人や車から観ることがで
きます。

ファサード制作
ファサード制作５
制作５月は「
月は「こいのぼり」
こいのぼり」

やったね！
やったね！高田誠
高田誠さん！！
さん！！
今回のアールブリュ
ット展へ、高田誠さ
んの作品「みんな」が
出展されました。素
朴で力強いタッチで
観るものの心を捕ら
えます。周りに抽象
画が多い中で、とて
も強い存在感を放っ
ていました。
やったね！高田さ
ん！！

桜か散るとさっそく新しいみどりが一気に芽吹き出しま
す。汗ばむような暖かい日もあり気持ちはもう五月。窓辺
の次回作品はやはり「こいのぼり」がテーマ。たくさんの
人の目を捉えるべく、ダイナミックなデザインと色使い
で表現したいと思います。

