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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 2021 年 2 月号

東三河ミライ
東三河ミライ新聞
ミライ新聞 1 月 21 日（木
日（木）配信開始！！
）配信開始！！
-SDGｓ地域プラットフォーム
SDGｓ地域プラットフォーム

東三河
ミライ新聞
ミライ新聞

しあわせになるためにこの地球に舞い降りた たいせつな命。
この日本を選び、この地「穂の国」を選んだ私たちの祖先たち。
人は、一人では生きていけない。
しかし、この社会は、群れて暮らしていた社会から、
残念ながらひとりひとりが孤立していく社会をめざしています。
コミュニティーの崩壊へと続く道へ・・・・！
人と人とをつなぐ地域のプラットフォームを創ることを決意。
人と人とをつなぐ地域のプラットフォームを創ることを決意。
ひとりひとりのミライをしあわせにむけて進化させる装置として、
人々の集いの場を創りました
人々の集いの場を創りました。
りました。
たいせつなミライのヒトとヒトとをつなぐ
「東三河ミライ新聞」令和 3 年 1 月 21 日（木
日（木）いよいよ発刊です。

誰ひとり取り残さない地域社会

https://www.sdgswac.com
https://www.sdgswac.com

Community where no one is left behind
SDGs Futur
Future TRY!

東三河圏域の情報・交流を発信する東三河ミライ新聞。国が集まりひとつの世界を
まとめていく時代から、市民が都市・地域生活圏を形成し、個人が発信し、地域と地
域がつながり、地域が集合して世界をつくる。そんな時代に今向かおうとしています。
私たちは新しいチャレンジとしてヒトを中心にした地域プラットフォームを東三河ミ
ライ新聞の目的とします。
2030 年 SDGｓ目標に向かい、
「地域みんなのしあわせ」を実現していきます！！
ジャンルは、環境
環境（地球・農業・オーガニック）
、福祉・医療
福祉・医療（保育・介護・健康）
、
環境
福祉・医療
まちづくり（住まい・家族・暮らす）
、楽しむ
楽しむ（芸術・スポーツ・学ぶ）
、働く
働く（起業・
まちづくり
楽しむ
働く
バイリンガル・IT）の 4 つの大項目と 15 の小項目に分かれています。
※多くの市民の方からのご意見・投稿を期待しています。
環境
（地球・農業・オーガニック）
常に有限の地球、環境問題を意識する中で、環境にやさしいオーガニック農業の推進
を図って行きます。農業先進地域だからこそできること。未来も農業の発展が私たち
の生活を支えて続けていけるよう人財と技術と種の保存に努力します。
福祉・医療（保育・介護・健康）
福祉・医療
地方の良さを見直し、自然の中で自然治癒力を生かした、医療+介護のベストマッチに
より、人生 100 年時代の生きがいとひとりひとりの繋がりを大切に自助共助公助を生
かした地域福祉を推進していきます。
まちづくり（住まい・家族・暮らす）
まちづくり
地域コミュニティーを見直し、家族の生活を見直し、まちの景観を自然と都市機能の
両面から見直し、歩いたり、走ったり、自転車で走行したりしても安心安全に移動が
でき、CO2 に配慮した生活ができる環境。四季を生活に取り込めるような住環境を整
備推進していきます。
楽しむ （芸術・スポーツ・学ぶ）
東三河の海、山、川など自然を利用したアウトドア・スポーツの推進と東三河に残る
伝統工芸の伝承及び市民芸術及び障がい者アートの推進。また、生涯現役を支える生
涯学習や、学習機会の創出を図っていきたい。
働く
（起業・バイリンガル・IT）
世界と地域の「みんなのしあわせ」を実現するための起業支援。国内格差是正と世界
での共生社会の実現に向けてバイリンガルの育成支援。テクノロジーの変化による技
術習得機会及び当地域の特性である農業・生命・バイオ分野の研究開発の推進を図っ
ていきたい。同時に次世代リーダーの育成を図りたい。

有史以来ヒトは生きるために働く、食べるために生きる。そのような時代が長
く続きました。それは政治（権力）と経済が一体になり、果てしないマネーゲー
ムへと発展してきました。今ここに新たな現象が生まれました。世界 80 億人に
迫る人口爆発、と有限な資源とに Co2 などによる環境破壊そして格差社会へと
向かおうとしています。私たちが声を荒げて叫ぶのは「
向かおうとしています。私たちが声を荒げて叫ぶのは「ストップザ今までの生
ストップザ今までの生
活様式と
活様式と経済活動！
経済活動！」AI や IOT などテクノロジーは今
などテクノロジーは今進化しています
進化しています。
ています。今まで
の人類が生きるために生産してきた食料生産からも近い将来解放されることで
しょう。次の社会は政治と社会がエンジンとなり起動する社会。人が本来持っ
ている潜在意識・可能性と生命力を大いに発揮して生き「みんなのしあわせ」を
願い実現していく社会が求められています。
地域のみなさんがいっぱいいっぱい参加することで「東三河ミライ新聞」は動
地域のみなさんがいっぱいいっぱい参加することで
きだします。

■生活保護世帯及びセーフティネットのみなさまへ
■生活保護世帯及びセーフティネットのみなさまへ

①支援の体制が整うまで一定のク
ーポン「WAC
「WAC コイン」をプレゼント
をプレゼント
➡このクーポンは WACNET.内事業
WACNET.内事業
店及び東三河の登録店でご利用が
可能です。

②必要な生活用品や食品を無料
で差し上げます。
➡窓口 WACPLUS 又はもったいな
い F（ファクトリー）
※但し品揃えのないモノは揃い
次第対応させて頂きます。

■寄付のお願い
WACNET.東三河地域づくりの活動資金
の寄付を募集しています。寄付金の
10％のクーポン「WAC コイン」をプレ
ゼントします。

もったいないリストにある物品寄付
をお願いしています。
謝礼クーポン「WAC コイン」をプレ
ゼントします。

➡ ➡ こ の ク ー ポ ン は
WACNET. 内 事 業 店 及 び 東 三
河の登録店でご利用が可能
です。

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

