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ＷＡＣＮＥＴ．のＳＤＧｓ
ＷＡＣＮＥＴ．のＳＤＧｓ-2007 年 7 月

から自然栽培
から自然栽培が始まりました。
自然栽培が始まりました。
2015 年 9 月 25 日国連総会で「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030
アジェンダ」を採択。その中核が 2030 年を達成目標とする 17 のゴール（目標）と 169 の
ターゲットからなる SDGs です。※SDGs（Sustainable Development Goals）
2019 年 1 月
SDGｓ宣言
2019 年 10 月
20 周年記念フォーラム
2020 年 1 月
SDGs2020 宣言
2020 年 9 月
法人内目標設定
私たち WACNET.グループは、 2019 年 1 月 SDGs17 の中から特に 1.2,3,4 及び 8 の社会課
題の解決のために NPO としてゴールをめざすことを決めました。

ＳＤＧｓ
２０３０

すべて予約
すべて予約が
予約が必要です
必要です 2020 年 10 月号

困った時は
困った 時は即
時は 即 ＷＡＣプラ
スへご相談
スへ ご相談下
ご相談 下 さい！
さい ！ あな
たの生活を守ります。
守ります。
ＷＡＣＮＥＴ． たの生活を守ります
困った時の

今後長期に渡り今の状況が続くこ
とが予想されるコロナ禍の後遺
症。結果、住む場所が見つから
ない！仕事がない。食事に困った。ひとりぼっちになり、周
りの支援者がいない。このような場合、住む場所から、公的
サービスの導入（年金、生活保護、障害者手帳、成年後見、
身元保証、自立支援医療）などあらゆる手段を用いて、貴方
あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困を終わらせる。
を守り、困った人たちを守ります。私たちＷＡＣＮＥＴ．か
飢餓を終わらせ、食料安全保障と栄養改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進する。 ら身元保証、成年後見、居住支援、生活支援の提案をさせて
あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を保障し、福祉を促進する。
いただきます。

①
②
③
④ すべての人にインクルーシブかつ公平で質の高い教育を保障し、生涯学習の機会
を促進する。
⑧ すべての人のための持続的、インクルーシブかつ持続可能な経済成長、生産的な
完全雇用とディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する。

高齢者、障害者、低所得者、子育て世帯、外
国人等の住宅確保に配慮が必要な方のため
のシステム 2017 年より開始。

◆社会へ向けた取組
１．障がい者に特化したしごと専門の相談センター「東三河障がい者しごとセンター」
「東三河障がい者しごとセンター」2007
年 10 月開設
「東三河障がい者しごとセンター」
２．自然栽培によるオーガニック農業 6 次の推進「
「WAC 農園」2007
年 10 月開設/「
「WAC アグリカフェ」
農園」
2012 年 6 月開設/「
「W-C ファクトリー」2014
年 12 月開設
ファクトリー」
３．リユース、フードロスから世界の貧困、日本の貧困に取り組むもったいない・ありがとう運動
「もったいないファ
年 1 月開設
「もったいないファクト
ないファクトリー」
クトリー」2019
リー」
４．あらゆる世代に対して困った時の相談受付窓口「
「WACNET.PLUS」
WACNET.PLUS」2020 年 6 月開設
５. 1 日 4 時間週 20 時間の雇用の推進 WACNET.での雇用の創出「
「WAC WORK」
WORK」2020 年 10 月開設
◆法人内の SDGｓに対する取組（2020 年～2021 年）
あ１.プラスチック容器から紙容器利用への転換
あ２.地域の環境整備（清掃）の推進
あ３.できるだけ紙を無駄に使わない仕事と生活の推進（ペーパーレス）
あ４.地域にあるものは地域から購入する。（例えば農作物地産地消 モノの移動に対するエネルギーの軽減）
この豊橋から小さな地域モデルをつくり、高齢者も障がい者もシングルマザーも外国人もともに働き、住ま
い、シェアする街をつくっていく。ひとりひとりが孤立しないように世代間を越え、こどももおとなも楽しく
コミュニケーションでき暮らせる街をめざす。1
コミュニケーションでき暮らせる街をめざす。13 年間培った農薬を使わない農業の実践と新しく始めた「も
ったいない」ありがとう運動、そして自由な感性で描く「ARTBRUT
ったいない」ありがとう運動、そして自由な感性で描く「ARTBRUT」の世界。
ARTBRUT」の世界。WACNET.
」の世界。WACNET.は
WACNET.は 2030 年をめざします。

世代を超えたアートと音楽の
融合
ＷＡＣ合唱団＆ＷＰＢも参加！！
ソングリーダー：
：加藤 雅子

みんなで
歌うシンフォニー！
歌うシンフォニー！

歌カフェ

プラス

入居前のアパートや福祉・介護施設など居住探しのサポ
ートや、入居にあたっては身元保証の手続きのサポー
ト、家賃債務保証のサポート、転居後の生活相談から見
守り生活支援などを行います。一人で探す事もできます
が、その後の支援が必要な方に、細かくサポートができ
るように国が作った「新たな住宅セーフティネット制
度」から生まれた居住支援法人です。相談無料。詳しく
はお尋ねください。
（たすけあい居住支援センター／
（たすけあい居住支援センター／
指定居住支援法人）

ＷＡＣプラス
ＷＡＣプラス—
プラス—困りごと何でも相談
Tel0532-52-4315 Fax0532-56-0702
Mail wacwac-net@hotmail.co.jp
コロナＳＯＳ相談
コロナＳＯＳ相談 毎日 9:00～
9:00～21:00
０９０－８５４５－
０９０－８５４５－０１１０
－８５４５－０１１０
オンライン相談
オンライン相談（ＨＰへアクセス）
（ＨＰへアクセス） までご連絡ください！！

人気のランチメニュー
日替わりランチ７００円
日替わりランチ７００円

地域の茶の間・地域の居場所

みんなの居笑
みんなの居笑
サロン

(お味噌汁＋コーヒー付)
お味噌汁＋コーヒー付)

が交流サロンになります。
みんな おいでん！！

なつかしの歌謡曲やフォークミュージックをピアノに
合わせてみんなで歌います！！
◎開催日：１０月１０日（土）１０月２４日（土）
◎時 間：１３：３０～１５：３０
◎参加費：５００円
（ﾄﾞﾘﾝｸ付）
※歌集は貸し出します
◎定 員：４０名（予約制）
◎会 場：ＷＡＣアグリカフェ
（豊橋市南瓦町 14-1 WAC ビル 1F）

◎月曜日、水曜日：高齢者サロン
月曜日、水曜日：高齢者サロン
事前予約要
60 才以上の方なら誰でも参加できます
10:00～15:00 利用料 1 日 300 円／回 ランチ 300 円
◎火曜日：子育てサロン
火曜日：子育てサロン
子育て中のママなら誰でも参加できます
10:00～15:00 利用料 1 日 300 円／回 ランチ 300 円
◎金曜日
金曜日：こども食堂
金曜日 こども食堂
ボランティア募集
あそびと食事と宿題をいっしょにしよう
16:00～20:00 夕食 こども無料 大人 300 円

・自慢のカレーライス 700 円
・ブレンドコーヒー 400 円
・ソフトドリンク
400 円他

営業時間 11:00～
11:00～14:30（駐車場完備）
豊橋総合卸センター１階茶亭おふく
総合卸センター１階茶亭おふく
豊橋
豊橋市問屋町 14 総合卸センター1
総合卸センター1 階
53232℡0532
-32
-3630 店主 小笠原

1 日1 回午前又は午後３時間からボランティア活動に参加してみましょう！

こどもたち一人一人は天から授かった宝物です
こだわりの木質空間
こだわりの木質空間と
木質空間と安心安全な食材で豊
安心安全な食材で豊かな感性を育みませんか？
で豊かな感性を育みませんか？
こんなことで困って
こんなことで困っていませんか
困っていませんか！？
いませんか！？
一人暮らしで、
自宅で急に倒れた時
どうしたらよいのか

アパートを借りよう
としたら保証人が必
要と言われた…
快適な木質空間
快適な木質空間

障がいの息子の
将来を家族に代わり
託したい

親族には迷惑を
かけたくない

たすけあい三河に
たすけあい三河にご相談ください
ご相談ください！
ください！

お問合せ ☎０５３２－５２－４３１５

安心の職員配置
安心の職員配置

こだわりの給食

「働き方改革」私たちは働く女性たちを応援します！
０才児
３６，０００円
１・２才児 ３５，０００円
空きがあれば即利用可！ 園児募集！
保育士
１才児～就学前の児童→病児保育あり
同時
開園時間 月曜～日曜 毎日 7:30～18:30
募集中！
豊橋市瓦町２丁目７７(１号線瓦町旧呉病院)
直
61-8101
又は
52-4315
伊奈
○

日本の
日本のモノを大切
モノを大切に
大切にする習慣
する習慣を
習慣を『もったいないをありがとう』運動と
運動として、
して、ミャンマーなどアジアの
ミャンマーなどアジアの発展途上国
アジアの発展途上国の
発展途上国のこどもたちの
こどもたちの支援と
支援と日本のセーフティーネットの
日本のセーフティーネットの人々
のセーフティーネットの人々に
人々に活用する
活用する福祉
する福祉の
福祉の仕組みを
仕組みを創
みを創
りました。
。ご家庭でまだ
りました
家庭でまだ使
でまだ使えるけど不要
えるけど不要となった
不要となった。
となった。でも捨
でも捨てるには「
てるには「もったいない」
もったいない」物がありましたら、
がありましたら、WACNET.へお
WACNET.へお持
へお持ち下さい！！
さい！！

取扱い箇所
ＷＡＣＮＥＴ.
ＷＡＣＮＥＴ.のリユース 無料引取いたします！
無料引取いたします！
■もったいない
〇キッチン用品（お鍋＆フライパン等）〇生活雑貨（時計等）
〇食器（新品、中古食器）〇ファッション系（夏物衣料等）
〇ベビー・キッズ（夏物衣料等）〇キャンプ・フィットネス・
スポーツ（テント等）〇工具（工具等）〇楽器・オーディオ
（ギター等）
、〇文房具（鉛筆等）

ファクトリー
■WACNET.本部
■茶亭おふく

「もったいない家族
もったいない家族」
家族」
キャラクターデザイン募集
キャラクターデザイン募集中！！
デザイン募集中！！

問合せ先 事務局 豊橋市南瓦町 1414-1WAC ﾋﾞﾙ 2F
店 舗 豊橋市瓦町通
豊橋市瓦町通 1 丁目 18

℡05320532-52-4315
https
https://www.wacnet.jp/mottainai/
担当:
担当:岩佐

