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すべて予約
すべて予約が
予約が必要です
必要です 2020 年 12 月号
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forma Jose Mujica
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世界一貧しい大統領からの言葉

ホセ・ムヒカ
ホセ・ムヒカ
メッセージ

SDGs Future TRY!
TRY!

東日本大震災から 1 年後 2012 年 6 月にブラジルのリオデジャネイロ市で国連の
「持続可能な開発会議（
「持続可能な開発会議（R
会議（Rio＋
io＋20）
20）」（リオ会議）が開催された。その初日各国の首
脳のスピーチの最後に登場したウルグアイ大統領 ホセ・ムヒカ氏のスピーチが話
題を呼んだ。私たちひとりひとりは先が見えず、将来の生き方を模索する中、この
スピーチは勇気と考え方に溢れた言葉で散りばめられていた。
会場にお越しの政府や代表のみなさま、ありが
とうございます。
（中略）午後からずっと話され
ていたことは、
「持続可能な発展と世界の貧困を
なくすこと」でした。けれども、私たちの本音は
何なのでしょうか。現在の裕福な国々の発展と
消費モデルを真似ることなのでしょうか。
質問をさせてください。
ドイツ人が一世帯で持つ車と同じ数の車をイ
ンドが持てば、この惑星はどうなるのでしょう
か。息をするための酸素がどれくらい残るので
しょうか。同じ質問を別の言い方でしましょう。
西洋の富裕社会が持つ傲慢な消費を、世界の 70
億～80 億の人ができると思いますか。そんな原
料がこの地球にあるのでしょうか。可能ですか。
それとも別の議論をしなければならないのでし
ょうか。
なぜ私たちはこのような社会を作ってしまっ
たのですか。マーケット経済がマーケット社会
をつくり、このグローバリゼーションが世界の
あちこちまで原料を探し求める社会にしたので
はないでしょうか。私たちがグローバリゼーシ
ョンをコントロールしていますか。グローバリ
ゼーションが私たちをコントロールしているの
ではないでしょうか。
このような残酷な競争で成り立つ消費主義社
会で、
「みんなで世界を良くしていこう」といっ
た共存共栄な議論はできるのでしょうか。どこ
までが仲間で、どこからがライバルなのですか。
このようなことを言うのは、このイベントの重
要性を批判するためではありません。その逆で
す。
我々の前に立つ巨大な危機問題は、環境危機
ではありません。政治的な危機問題なのです。
現代に至っては、人類が作ったこの大きな勢
力をコントロールしきれていません。逆に、人
類がこの消費社会にコントロールされているの
です。私たちは発展するために生まれてきてい
るわけではありません。幸せになるためにこの
地球にやってきたのです。

「人生で成功するという
ことは人を負かす
ことは人を負かすことで
負かすことで
はない。倒れるたびに起
はない。倒れるたびに起
き上がるということだ。
き上がるということだ。」

人生は短いし、すぐ目の前を通り過ぎてしまい
ます。命よりも高価なものは存在しません。ハイパ
ー消費が世界を壊しているにもかかわらず、高価
な商品やライフスタイルのために人生を放り出し
ているのです。消費が社会のモーターになってい
る世界では、私たちは消費をひたすら早く、多くし
なくてはなりません。消費が止まれば経済が麻痺
し、経済が麻痺すれば“不況のお化け”がみんなの
前に現れるのです。このハイパー消費を続けるた
めには、商品の寿命を縮め、できるだけ多く売らな
ければなりません。ということは、本当なら 10 万
時間もつ電球を作れるのに、1000 時間しか持たな
い電球しか売ってはいけない・・。私たちは、そん
な社会にいるのです！長く持つ電球はマーケット
に良くないので作ってはいけない。人がもっと働
くため、もっと売るために「使い捨ての社会」を続
けなければならないのです。悪環境の中にいるこ
とにお気づきでしょうか。これは、紛れもなく政治
問題です。
私たち首脳は、この問題を別の解決の道に導か
なければなりません。石器時代に戻れとは言って
いません。マーケットをまたコントロールしなけ
ればならないと言っているのです。私の謙虚な考
え方では、これは政治問題です。昔の賢明な人々、
エピクロス、セネカはこんなことを言っています。
「貧乏な人とは、少ししか物を持っていない人で
はなく、無限の欲があり、いくらあっても満足しな
い人のことだ」これは、この議論にとって文化的な
キーポイントだと思います。私は国の代表者とし
て、そういう気持ちでこの場に参加します。私のス
ピーチの中には耳が痛くなるような言葉が結構あ
ると思います。しかし、みなさんには水源危機と環
境危機が問題の源でないことを分かってほしので
す。根本的な問題は私たちが実行した社会モデル
なのです。そして、改めて見直さなければならない
のは、私たちの生活スタイルだということ。

愛は国境を超えていく 地域のしあわせ
世界のしあわせ みんなのしあわせ！！
WACNET.で働いてみませんか！！
WACNET.で働いてみませんか！！
専門職を募集します。既成概念にとらわれず、地域
を募集します。既成概念にとらわれず、地域
社会を変える活動に参加しませんか。
常識をぶち破れ︕︕非常識が社会を変える︕
ソーシャル・ビジネスが社会の常識を変える︕

法人説明会（事前予約制）
開催日 11 月23 日（月） 11 月30 日（月） 12 月 5 日（土）
説明会 午後 1 時半～3 時
相談会 午前 10 時～午後 5 時（各 20 分）
＜募集スタッフ＞
サービス管理責任者・サービス提供責任者・看護師・
サービス管理責任者・サービス提供責任者・看護師・
相談支援専門員・ケアマネージャー・OT
相談支援専門員・ケアマネージャー・OT・社会福祉士・
OT・社会福祉士・
精神保健福祉士・保育士・管理
精神保健福祉士・保育士・管理栄養士・調理師
士・管理栄養士・調理師

会 場 WAC アグリカフェ
事前予約は 0532－52－4315 担当鈴木まで
私は環境資源に恵まれている小さな国の代表で
す。私の国には、300 万人ほどの国民しかいません。
でも、私の国には、世界でもっとも美味しい 1300 万
頭の牛がいます。ヤギも 1000 万頭ほどいます。私の
国は食べ物の輸出国です。こんな小さな国の領土の
90％が資源で溢れているのです。私の同志である労
働者たちは、8 時間労働を成立させるために闘いま
した。そして今では、6 時間労働を獲得した人もいま
す。しかしながら、6 時間労働になった人たちは別の
仕事もしており、結局は以前よりも長時間働いてい
ます。なぜか？バイク、車などローンを支払わなけ
ればならないからです。毎月 2 倍働き、ローンを払
っていったら、いつの間にか私のような老人になっ
ているのです。私と同じく、幸福な人生が目の前を
一瞬で過ぎてしまいます。そして、自分自身に質問
を投げかけます。これが人類の運命なのか・・と。
私の言っていることはとてもシンプルなものです
よ。発展は幸福を阻害するものであってはいけない
のです。発展は人類に幸福をもたらすものでなくて
発展は人類に幸福をもたらすものでなくて
はなりません。愛を育むこと、人間関係を築くこと、
はなりません。愛を育むこと、人間関係を築くこと、
子どもを育てること、友達を持つこと、そして必要
最低限の物を持つこと。発展は、これらをもたらす
最低限の物を持つこと。
べきなのです。幸福が私たちのもっとも大切なもの
だからです。環境のために闘うのであれば、人類の
幸福こそが環境の一番大切な要素であることを覚え
ておかなくてはなりません。ありがとうございまし
た。
（スピーチ日本訳打村明）
※2020 年 10 月 20 日コロナ禍の影響により政界引退を表明する。

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！

とよはし・
とよはし・なごや・おかざき
なごや・おかざき

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）

「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
デ ポ 豊橋市瓦町通
豊橋市瓦町通 1 丁目 18

ファクトリー
■WACNET.本部
■茶亭おふく

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

