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vision to 2030
愛は国境を越えていく
地域のしあわせ！世界のしあわせ！

ＷＡＣＮＥＴ．
vision to 2030

SDGs Future TRY!

困った時の

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

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、貴方を守り、困った人たちを守ります。私たちＷＡＣＮＥ
Ｔ．から身元保証、成年後見、居住支援、生活支援の提案をさせてい
ただきます。

ＷＡＣプラス

未来がどう変わるか。誰もわからない。今ある現実を踏まえて明日がある
と信じる。多くの市民が明るい社会を描けば必ず未来は明るい社会となる。
From 加藤政実
日本は 75 年前（1945 年）
、モノとおカネの価
値を一番とした社会へと舵を切る。さらに遡れ
ば 130 年前（明治維新）私たちの先達たちは文
明開化として西洋に追いつく道を選択する。モ
ノを中心にしたモノづくり大量生産大量販売の
経済システムは、一度は成功したかと思えたが、
実は日本の精神性、習慣、倫理観、家族制度な
どそれまでの地域社会、家族関係を崩壊させた。
今、私たちは呆然と崩れ去った社会
崩れ去った社会を俯瞰する。
崩れ去った社会

すべて予約
すべて予約が
予約が必要です
必要です 2020 年 11 月号

〇発達障がい急増、薬物
依存、一人暮らし世帯 35％
35％
〇超高齢化少子化社会、人口減、
〇児童虐待、シングルマザー、
孤独死、介護放棄、
〇老老介護、認知症、
精神障がい 25％
25％

WACNET．グループは、対処法としての地域社会での地域課題、生活課題に向き合いその解決のため 20 年間
活動をしてきた。世も平成から令和へ、新しい息吹を感じながら、次の時代へ向かう。生活圏コミュニティの
形成と地域創生（地域社会の機能復活）。一人一人が孤立しない生活圏コミュニティ、医療福祉と産業が程よ
い関係を保つ。一人一人が精神性を保つには程よいスケール感と目に見える距離感が必要であり、その先に生
活圏コミュニティと生活圏コミュニティが集まることで地域圏域が作られ、目に見える範囲で地域経済も動い
ていく「持続可能循環型地域社会（
「持続可能循環型地域社会（SROC）
）」。次の時代、私たちはグローバル化する世界と人間が人間らしく
「持続可能循環型地域社会（
生活する生活圏コミュニティを同時に手にすることで、快適な人生を歩むことができる。その大きなチャレン
ジが豊橋市向山・瓦町地区から今始まる………………。

時代は創るもの。与えられるものではない。
今地域にある問題・課題は、資本主義の終末現象であり、今絶頂期にある中国を含め、今後アジア各国にお
いても必ず起こる現実でもある。今あるこの痛みは、この壁を乗り越えることで、そこにノウハウとシステム
が生まれ、多くの国で将来起こるであろう出来事に向けて日本人としての役割が生まれる。絶望的と考えるよ
りポジティブに、今こそ地域の課題、日本の課題に向き合うことでマーケットは生まれ、解決することで市場
は拡大していく。これから活躍を期待される人にとり未来は非常に明るい。時代は創るもので与えられるもの
ではない。

市民後見
市民後見センター
後見センターとよは
センターとよはし
とよはし／自主事業
2012 年より開始。
成年後見相談室。現在は豊橋市・岡崎市・名古屋市で活動中
です。まだしっかりしている内に手続きをする任意後見制
度、最近では委任契約＋任意後見契約＋死後事務委任契約の
方の利用も増えています。判断能力のなくなった方のための
法定後見制度。認知症の方や障害者の方が利用できます。全
後見ではなく、ケースに合わせてできないことを後見する補
助や補佐の区分もあります。買い物の支払いはできても大き
な契約に補助や補佐を使うことで、騙されたりした場合、取
消権や同意権が有効に働きます。また、地域では市民後見人
養成講座や講演会、フォーラム、相談会なども開催していま
す。相談無料 詳しくはお尋ねください。

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
(お味噌汁＋コーヒー付)
お味噌汁＋コーヒー付)

「愛は国境を越えていく。
地域のしあわせ！世界のしあわせ！みんなのしあわせ！」
・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

WACNET.Vision は、生活圏コミュニティを小さくつくり、お互いがたすけあいシェアし人間らしさを優先す
る世界を描く。そこには高齢者、障がい者、生活困窮者、シングルマザー、外国人など差別はなく、共に生活
したすけあい暮らす。そして目に見える産業がそこにある。ディーセント・ワーク がありＮＰＯ発のベーシッ
クインカムがある。そして、その地域にあった形で地域を活性化し、個性あるまちを誕生させ、人々の暮らし
を豊かにする。その先には、世界のまちを活性化させ、人々の充実した生活を実現させる。
※この WACNET.Vision to 2030 は 2019 年 10 月 5 日の 20 周年記念事業の中で発表されたものです。

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

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かな感性を育みませんか？
安心安全な食材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

