基本理念

地 域 のしあわせカンパニーをめざす

「みんなのしあわせ」

１．メンバー、スタッフ、その家族みんなのしあわせを実現する。

ＷＡＣＮＥＴ.
ＷＡＣＮＥＴ.

https://www.wacnet.jp/

たすけあい居住支援センター
ＮＰＯ法人たすけあい
ＮＰＯ法人たすけあい三河
たすけあい三河

https://www.wacnet.jp/kyojyu/
https
https://www.wacnet.jp/tasukeai/
://www.wacnet.jp/tasukeai/

豊橋発!

日本の農業を変えたい
日本の農業を変えたい！！
たい！！ WAC 農園プロジェクト
地域から日本各地
地域から日本各地に拡げていく活動に参加してみませんか
各地に拡げていく活動に参加してみませんか!!
に拡げていく活動に参加してみませんか!!

この地で、農薬不使用の農業を実践してから早 15
年が経っています。食べ物が人を創ると言いますが、
元気な野菜や果物など農作物を頂くことで、病気に
ならない元気な身体をつくる。
2017 年アメリカ始め先進国は、オーガニックに大
きくシフトチェンジしましたが、足元の日本は相変
わらず、農薬使用量世界一、薬の使用量世界一の不
名誉な称号を頂いたままです。
私たちは、これから実践として、農業で実績を残
すこの地域だから、ゆるやかな形で、みんなが元気
がでる農作物をつくりたい。アメリカやオーストラ
がでる農作物をつくりたい。アメリカやオーストラ
リアなどの耕作面積は望めないとしても、今の農家
１軒あたり２h
あたり２ha は小さすぎる。せめてヨーロッパ並
の 30～
30～40ha
40ha 規模を持つ農業経営に切り替えていき
たい。その実践例を作りたい。旧来の農業基本法は
1999 年に食料・農業・農村基本法に改訂されました
が、中身は一向に変化しません。
それには、高齢者、障がい者、農家の方や一般市
民の方の協力を得て、この国の原点「農本主義」の
実践を進めていきたい。農村の文化・伝統と景観を
守ることは、今後の地域の発展には欠かすことが出
きないと思われます。無機質の都市は、世界どこも
きないと思われます。無機質の都市は、世界どこも
同じです。日本のアイデンティティは地方。地方こ
そ至宝です。
私たちは、今後一度は農地をまとめるため取得する
ことになりますが、形が整えば、その地域に NPO の
管理組合をつくり、新しい地主として、地域を守っ
て発展させて頂き
て発展させて頂きたいと考えています。
頂きたいと考えています。
ハウス栽培
パパイヤ
パパイヤ、
ハーブ、通年の
ハーブ、通年の
葉物野菜

農業女子
３名募集
農福連携スタッフ指導員を
募集します。要件①農大卒
農学校卒②実務経験 3 年以
上③福祉資格（社会福祉士、
精神保健福祉士、介護福祉
士等）のある方①～③の内
いずれか一つ以上ある方を
望みます。

相談会

★5 つのスローガン
１．オーガニック
２．４０ha

www.wacnet.jp
www.wacnet.jp

―無農薬無肥料自然栽培の
実践をする。
―ヨーロッパの農家基準の
農業規模の維持を図る。

３．新しい地主
４．食料自給率
５．スマート農業

―そこに住む地域の方が地
域の景観を維持しながら市
民型 NPO で管理する。
―食料自給率 UP 現在の生産
額ベース 66%、カロリーベース
38%とともに 80%をめざす。
―ロボット技術、ICT の導入
を図る。

「人と自然環境に悪いものは使いたくない」という考え
「人と自然環境に悪いものは使いたくない」という考え
方から、私たちは 2007 年から肥料農薬堆肥を使わない自
然栽培に取り組んでいます。
田畑では土だけの栽培で、以下のものは使いません
農 薬→無農薬栽培です。
肥 料→化学肥料は使いません。
堆 肥→牛糞堆肥等は使いません。
自然農法
お米、
お米、
そば（予
そば（予定
（予定）
露地栽培
たまねぎ、
にんにく、
じゃがいも
等根菜類

桑＋養蚕業
桑の葉と蚕
の飼育、
の飼育、
桑茶づくり
桑茶づくり

2007 年 3 月豊橋で第 35 回日本有機農業研究
会全国大会が開催されました。テーマは「自
然の叡智に学んで農と食から循環の暮らし
へ」2 日間参加した後、障がい者の就労に有機
農業を取り入れることを決めました。当時、
豊橋有機農業の会主宰の松沢さんや平尾さん
などメンバーの方や当時県職員を退職されたばかりの
石巻の加藤さんなどの協力を得ながら 10 月 WAC 農園を
牛川町沖野でスタート。1 年半は自らも汗をながしなが
ら１からメンバーやスタッフと一緒につくりあげてい
きました。今は、WAC アグリカフェのエントランスの場
所は、
当時は苗作りの拠点で野菜のポット苗が一面に広
がり壮観でした。
夏の夕方水やりに励んだ日々が思い出
されます。東大清水のビニールハウスは、骨だけを残し
た樹木がノッキノキの荒れ放題の荒野でした。
メンバー
と一緒に約 2 ヶ月をかけて西部開拓史ならぬ WAC 開拓
記をノートに綴った記憶が懐かしく感じます。今は
6.2ha の耕作地といえば順調みえますが、実は今大きな
ターニングポイントに来ています。
今リーダーとなり一緒に活動できるスタッフを探し
ています。組織はいつもそうかもしれませんが、人が増
えることにより当初のエネルギーというか。
ミッション
を持ち同じ目的に向かっていた人たちが、
組織の中でサ
ラリーマン化して、
平均化していくものなのかもしれま
せん。しかし、NPO は、一般の企業と違い、個人の人生
を切り開いて行くための総合的なスキルが学べる絶好
の場所でもあります。植物学、栽培学、生物学、環境学
から医療福祉、販売、マネジメントまでも短期間でのス
キルアップが可能です。
でもひとつだけの条件がありま
す。それは、本人がその機会とその居場所が好きである
か楽しいかです。
加藤政実

果樹栽培
ブルーベリー
桑の実
次郎柿
次郎柿

農地の提供
４０ha

ボランティア
５０名募集

平飼飼育
やぎ、
やぎ、
鶏（予定）

プロボノ・ボランティア・
パート 高齢者の方、障が
い者の方、会社員の方、主
婦の方。あなたの知識や技
術、エネルギーを地域づく
りに活かしてみませんか。

＋
＋
豊橋北部牛川石巻地区の休耕
地、及び農地の提供者を探して
地、及び農地の提供者を探して
います。有償、無償のご相談に応
じます。

8 月毎週土曜日 10:00
10:00～12:00(要予約
12:00(要予約)
要予約)
アグリカフェ多目的室

Vol.83
ol.83
2022
022 年 8 月号

すべて予約
すべて予約が
予約が必要です
必要です

問合先 事務局 05320532-5252-4315 梅木、加藤まで
E-mail wacwac-net@hotmail.co.jp
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、マレーシアなど
マレーシアなどアジアの
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
りました
家庭でまだ
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
でも捨てるの
てるのは「もったいない」
もったいない」ものがありましたら
ものがありましたら、
がありましたら、WAC+
WAC+へお持
へお持ちください
ください！！
さい！！

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！
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
「もったいないファミリー
ないファミリー」
ファミリー」
キャラクターデザイン募集中！！
キャラクターデザイン募集中！！

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

℡05320532-5454-2666
https
https://www.wacnet.jp/mottainai/
担当:
担当:秋月

２．障がいがあっても、なくても、高齢者、子どもたち、病気の方、生活困難な方、すべての人の地域社会での場をつくり、ささえあい、自立を進める。自立支援の場、ささえあいの場をつくる。
３．地域社会の生活課題・社会課題・問題を発見し解決する。 ４．地域社会をしあわせにし、活性化させる。

