障害者が働く企業紹介

初夏のリゾート＆バカンス、憧れの職場特集

テキパキ・スッキリ、憧れの職場で充実！

趣味はバイク。色んな事にチャレンジしたい。

ホテル リステル浜名湖 久米寛隆サン（3８歳）

お亀堂

浜名湖の北、瀬戸の大橋の横トンネルを抜け
てすぐ脇にある白い瀟洒なホテル、リステル浜
名湖。そこで、勤務２年目となる久米寛隆サン。
「ココはずっと憧れていた場所で、何度も試験に
落ちた後、ハローワークの障害者枠でもう一度
挑戦して入れたんです」という。それまでは、
病院でのリネン業務を経て、現在はこのホテル
の専属として勤務。客室リネン搬出・分別・ホ
テル内外の清掃など、迷うことなく、テキパキと行う仕事ぶりは、意気揚
々として、すこぶる楽しげ。
「片づけると気持ちがスッキリして充実感があ
るんです」と話す。上司からも、“ すごくまじめで、自分から率先して仕事
をしてくれるので、彼がいると、すごく皆の励みになるんですよネ ” と好
評。指示されることもなく、自分で気がつくと、すぐに動いて事をこなす
という持って生まれた純粋さが見ていて気持ちいい。優しい上司の理解と
支援・評価に囲まれて、将来もずっとこの仕事を続けていきたいという久
米サンです。

中山秀幸サン（２５歳）

焼き菓子の香ばしい香りがする中、早朝５時
から和菓子作りに取り組む中山サン。出荷製品
を仕上げる朝の８：３０までノンストップで和
菓子を仕上げる。現在担当しているのは、あん
まき。パンケーキ生地に餡を包み込む作業を、
一定のリズムで休むことなく、続けていく。
「１
日 1000 個以上作ります。失敗するのは、全部で
１０個くらいです」。１つ１つ包み込む作業はす
べて手作業、餡の量は、勘が勝負だ。「一緒にやっている先輩には本当に感
謝しています。１から教えてもらいました」。正確にできるようになるまで、
１年ほどかかった、という。名古屋の職業訓練校機械科卒。この仕事に就い
て２年目だ。他にもパンケーキ生地を焼き、焼き印を押す作業等を担当。次
はパンケーキ生地を練る作業をしてみたいとのこと。「やっぱり、勘がいち
ばん難しいですね」。趣味はバイク。今は貯金をして２台目のバイクを買う
ことが夢。「今は 5、6 時間だけですけど、もっと働きたいですね」。機械い
じりが好きな和菓子職人 25 歳です。

平和を願ういのちの音楽会 2010

感情理解・表現方法セミナー

子供たちの笑顔のために

アスペ・エルデの会「障害発達援助システム」を学ぶ。 発達障害を持つ子供を持つ親の会です。

「平和を願ういのちの音楽会」は、イラク戦争開戦の 2003 年、クラ
シックからうたごえ活動まで、プロとアマチュアが音楽の垣根を越
えて、音楽で戦争に反対の意思表示を使用という目的で開催されま
した。音楽会の収益は、戦争犠牲になったイラクの子供たちへの医
療支援に寄付される。演奏 TFM 合唱団、東三河のうたごえグルー
プ、ピアノソロ、ヴァイオリンデュオ・ツヴァイ、亀谷治美と蒲郡
マリンバハーモニー他。※医療支援をいただいた方、無料ご招待。
日時：５月 22 日（土）13 時 開演場所：豊橋市民文化会館ホール
入場料 ： 1200 円 （障がい者料金）
問い合わせ先

平和を願ういのちの音楽会実行委員会 TEL 090-3963-0727

発達障害者地域自立支援の会「おしゃべりの会」

子どもたちの支援の場、自助会、専門家養成、発達支援につ
いての啓発、発信点、研究機関を統合的に目指していく「生
涯発達援助システム」がアスペ･エルデの会。感情の理解に関
するワークブックを用いて気持ちの種類や気持ちの表現の仕
方などについて学習します。
講師：豊田桂子（共和病院 臨床心理士）
日時：6 月 6 日（日）10〜12 時
場所：蒲郡市民会館 参加費：200 円（ワークブック実費）
定員 30 名
問い合わせ先

アスペ・エルデの会

TEL 052-505-5000

一人で悩まないで、当事者同士、いろいろなお話をしあう
集い。ADHD、広汎性発達障害、アスペルガー症候群など、
様々な問題を抱える子供を持つ親、関係者が相談できる場
です。
対象者：発達障害を持つ子の親・関心のある方
日時 ：5 月 30 日（日）13 時〜15 時
場所 ：豊橋市三ノ輪本興寺 グローアップ事務所
参加費：500 円（資料代）
問い合わせ先

グローアップ

福田 TEL0532-63-0514

視覚障害者の就労支援施設「陸」

第 22 回豊川市民まつり “ おいでん祭 ”

善意フェスティバル 2010

豊橋つつじが丘に完成・5 月 6 日 open!

市民「おどら舞」コンテストも開催 !

心身障害者と共にイベント参加 !

東三河で初めてとなる視覚障害者支援施設「陸」が、豊橋市
つつじが丘に完成 。
18 歳以上の視覚障害者が対象で、定員は
20 名。点字入り名刺やアロマ石鹸、さをり織りづくりなどの
作業をする。工賃は労働時間に合わせて支払う仕組み。季節
の行事など積極的に行い、利用者同士の交流を促していく。
場所：豊橋市つつじが丘スーパー・ドミー南側
１戸建て家屋
問い合わせ先

NPO 法人てのひら

恒例の “ おいでん祭 ” が今年も開催。バザー、グルメコーナー、 善意フェスティバル２０１０で、ハンディキャップを持った
子ぶたダービー、フリーマーケットなど、大人から子供まで楽
人たちと共に行動する参加者を募集。
しめるイベントが盛りだくさん。全国のよさこいチームが豊川
日時：5 月 30 日（日）9：40〜13：30
に集結、華麗な衣装で、演舞を繰り広げる “ よさこい in おいで
場所：豊橋総合動植物公園のんほんﾊﾟｰｸ一帯
ん祭 ” では、総勢 3 千人の踊り子たちの熱気を真近に感じてく
内容：心身障がい者と共に行動した交流やイベントなどへの参加。
料金：一般ボランティア 500 円・高校生以下 3000 円
ださい。
（昼食代などを含む）
期日：５月 22 日（土）・23 日（日）
申し込み： 5 月 17 日（月）までに電話・FAX で。
場所：豊川市野球場周辺

〒440-0858 豊橋市つつじが丘 3 丁目 45-18
TEL 0532-62-2523

問い合わせ先

「豊橋発達相談サポートセンター」開設
発達障害児・者に心強い支援を !

WAC NET. では、発達障害を持つ子供やその家族への相談窓口
「豊橋発達相談サポートセンター」を新たに開設。、思春期・
青年期の不登校・ひきこもりの相談・自立にむけての生活支
援も同時に行います。
日時：月〜土曜日 10：00〜18：00
※TEL にて事前予約を。
問い合わせ先

WAC NET.

豊川市民まつり事務局 TEL 0533-86-4101

つくでの森の音楽祭 2010
くつろぎと音楽のピースを合わせよう！

つくで鬼久保場内にある新城市リフレッシュセンターで開
催する全５回の季節に合わせたコンサート。自然あふれ
る作手の四季をステキな音楽と共にお楽しみください。
風のコンサート〜魂をゆする七色の歌声〜
開催日時 6 月 19 日（土）14 時
出演 おおたか静流（vo.）向島ゆり子（vln）
入場料 小中高生 1000 円 大人 2000 円

問い合わせ先

新城教育委員会文化課

豊橋善意銀行

TEL 0532-52-7893

第３回ゆいフィールコンサート開催！

内 豊橋発達相談サポートセンター

〒440-0823 豊橋市南瓦町 14-1
TEL 0532-52-4315 http://www.wacnet.jp

問い合わせ先

TEL 0536-23-7655

テーマは「青春の輝きと愛」
・先着 10 名をご招待♪
障がい者とそれを支援するアーティストが一斉に集いジョ
イントする≪ゆいフィールコンサート≫が開催される。好
評を博した前回はゴスペル＆Jpop・癒しの healing music、
そして、今回のテーマはサザンオールスターズ。バラード
からアップテンポまで、ノリノリな夏の祭典。
日時：8 月８日（日）13：30 開場
場所：豊橋市民文化会館大ホール
料金：800 円 ◎先着 10 名様、チケットプレゼント !!
問い合わせ先

ゆいフィールコンサート実行委員会事務局
〒440-0823 豊橋市南瓦町 14-1 TEL 0532-52-4315

Wacwac レポート

緑のニコニコマー ク WACNE T の
CS R 対応型自販機を探そう ！
CSR って知ってますか？ 定義は、CSR（corporate social responsibirity）= 企業の社会的責任、
法的頓首や収益を上げ、配当を維持することだけではなく、人権に配慮した雇用、消費者への
対応、環境問題への配慮、地域社会への貢献など、企業として果たすべき責任を意味していま
す。しかし、人的制限やコストの問題で「やりたくてもできない 」という声が多いのが実情で
す。東三河障がい者しごとセンター・WACNET では、CSR 対応型自動販売機として、缶飲料１本
を買うと自動的に１０円が、東三河の障がい者の地域での自立活動に還元される、新しいタイプ
の自動販売機『WAC NET. 障がい者自立支援ベンダー 』を開発 。現在、豊橋を中心に、東三河・
浜松地域の協力企業・商店への設置を試みています。自販機はエコ型 。設置店での負担は 、電
気量のみ 、
１日５本購入されれば、１月の電気代は賄われます。企業・商店・市民共に、いながら
にして社会・地域貢献のお手伝いができるシステムです。 街角を探してみて、ぜひ、緑の WAC
NET・ニコニコマークのイラストデザインを探して見て下さいネ。
※障がい者の自立を応援したい、地域への貢献をしたい、という企業・店主の皆様へ
1 本のドリンクから始まる障がい者支援にご参加下さい。詳しくは、直接担当者がお伺いします。
■問合せ：東三河障がい者しごとセンター
〒440-0823 豊橋市南瓦町 14-1 TEL 0532-52-4315

CONFECTIONERY
MACHINERY
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器具

有限会社

中央菓機

代表取締役

塚本

http://www.wacnet.jp

担当伊藤まで

行って来ました、“ONE PIECE メモリアルログ in ラグナシア ”

渥美線高師駅前
[ くくむガーデン ] に設置
された WACNET 自販機

WACNET 本部 2F の自販機

行って来ました、施設見学！！

障がい者レポート Wacwac ごくらく体験記

「クラブハウスゆうせん」

東三河・蒲郡の湾岸にある一大イベントスペース “ ラグーナ蒲郡 ”。
青く広がる海岸線を傍らに、一路、現在話題沸騰中のアニメ『ONE
PIECE』のアトラクション会場ラグナシアへ。一歩入ると、異国情
緒溢れる空間スペース。広いプールに南西欧風の建物の数々。シシ
カバブやアイスクリームの屋台も。メインアトラクション『ONE
PIECE メモリアルログ』では、想い出深い名シーンの数々がヴィジュ
アル・音響でダイナミックに再現され、感動をそそる。特に、“ 冬
島篇 ” では、ピンク色の雪の光線が降り注ぐ中 、真っ白に島が噴火
爆発 。ルフィが涙しながら別れを告げるシーンが会場いっぱいにイ
ンスタレーションとして再現され、臨場感もひとしお。ルフィ可愛い…。その他、各キャラクターが等身大で再現され、
彼らの持ち物（刀や帽子・エースの牢獄シーン）も実際に身につけて試してみることができ、いっしょに写真も撮れ
ちゃいます。「海賊たちの絆に憧れました」「チョッパーの命の恩人を助けるところが泣けました」（メンバー言）。目
いっぱい楽しんだ後は、海賊ラリーやお宝ショップやレストラン、また原画展も満喫。広い外庭を歩いてみるのもす
こぶる快適。広々とした会場だから、車イスでも大丈夫。夏に向かって最高のリゾート気分！

第８回の施設見学ツアーは、3 月 19 日（金）岐阜県各務原市にある『クラブハ
ウスゆうせん』。同じクラブハウスの先輩施設を見学しました 。クラブハウスと
は、精神病を体験した方々が社会復帰をするための第一歩を踏み出していく場所。
メンバーが主体となって 、ルール・活動内容も、自分たちが動きやすいように、
自分たちで決めることができ、各々やってみたいことを皆で話し合い、チャレン
ジしていく。
『クラブハウスゆうせん』では、約 10 名のメンバーがいて、“ ユニ
ット ” と呼ばれるいくつもの仕事を皆で協力して行い、自分の役割をしっかりと
果たすことで、自信をつけていきます。一番大切なことは、スタッフとメンバー
との信頼関係。スタッフはメンバーを信頼して、すべて任せます。自分たちで話
し合って、決めたな内容なら 、口を出しません 。ただ 、間違った方向へ進んで
いかないように、見守り、どうしてもできないことや、助けを求められた時は、
手を差し伸べてあげるそうです。また、皆平等で 、疲れた時は、休んでいいと
いうきまりになっています。禁止事項はほとんどなく、陽だまりのデッキでタ
バコを吹かしながらのミーティングもあります。 “ ボクたちの活動のカンフル
剤となった 。まず自分から動くこと 、 誰からも必要とされる自分を作ること 、
お互い助け合い協力し合って物事を成すこと etc.… ”“ ビデオの貸し出しや新聞
など 、様々な情報がつまってました ”（当クラブハウスメンバー言）。色んな人
がいるから、苦手な部分を補い合える、出来ることで自信を取り戻していく場
所、それが『クラブハウスゆうせん』なんですネ。

■『ONE PIECE メモリアルログ in ラグナシア』〜6/27 まで開催。
「ワンピースシアター」（入場無料）〜6/27 同時上映中。
入園＋アトラクションフリー大人 4000 円（3300 円）/ 中高生 2900 円（2200 円）・（15 時以降）。
※障害者・介助者（１名）は半額割引優待。
問い合せ：ラグーナ蒲郡

愛知県蒲郡市海陽町２−１

Wacwac レポート

TEL 0533-58-2700

次回の施設見学ツアー：５月１８（火）１４：３０ 豊橋市の（株）千代田インテグレ、他、訪問予定

WAC 農園カフェ・お弁当宅配始めました！

４/１９
（月）
スタート。豊橋発、障害児・者の
感性を引き出す ART スタジオ “スタジオ bibi”

WAC 農園カフェでは、WAC 農園で採れた季節の有機野菜（無農薬）を使っています。
旬の有機野菜もご希望に追応じて宅配致します。お気軽にご注文ください。

今話題の “ アウトサイダーアート ” をご存知ですか。WACNET では地元豊橋でアウトサ
イダーアートの拠点がスタートします。感性に恵まれた１２〜１８歳の発達障がい・精神
障がいなど、天性の感受性、表現能力を生かし、彼らにしかできない作品を完成させ、世
の中に問う。それが『豊橋アートクリエイティブクラブ（TACC ／スタジオ bibi）』です。
活動は、個々の才能を伸ばし、絵を描く、墨で書く、音楽を奏でる、身体を使った表現活
動などなど。自由な表現活動を経て、障がいを肯定し、個性として育むことを目的に支援・
プロデュースしていきます。
［サービス提供時間］月〜金曜 ９：００〜１８：００、土曜・祝日の支援も検討中。定員１０名
［利用料］７４８円 / 日〜８２８円 / 日
材料代・道具代 別途

大根・小松菜・ビタミン菜・
ミニキャロットなど …1 袋 150 円〜
さつま芋・じゃが芋など・切干大根
…………1 袋 200 円

◎お弁当・野菜のご注文は、前日正午 12：00 まで
会場予約は１週間前までにご連絡お願いします。

TEL 0532-52-4315

『WAC 農園カフェ』

豊橋市南瓦町 14-1・１Ｆ 日曜休み am9:00〜pm3：00open

ご団体での会場貸切も承ります。パーティ・各種会合・イベントなどにご利用ください。
（パーティ料理・お茶菓子・モーニングサービスなど、各種ご相談対応承ります。）

豊橋アートクリエイティブ（TACC）スタジオ bibi 〒440-0823 豊橋市南瓦町 14-1 TEL 0532-52-4315 http://www.wacnet.jp

人を
製菓、製パン、食品機械

１本のドリンクから障がい者支援

命を

社会を

…420 円
日替わり弁当（季節の有機野菜）

コーヒー・汁もの付き …650

潤わす

飲料、食品自動販売機のご用命は創業３６年の実績持つ当社へ
各メーカー取扱
本社 〒441-8157 愛知県豊橋市上野町字新上の 79-1
TEL 0532-45-9105

勲

〒440-0012 愛知県豊橋市東小鷹野 4 丁目 7-20
PHONE 0532-64-2801（代） FAX 0532-64-2802
E-mail：chuo-kaki@tees.jp
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