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/

共生き志本主義
豊橋発！地域社会イノベーション-地域創生

共生き志本主義とは
ひととひとが繋がりコミュニティを
生み出した日本の社会の原型=
生み出した日本の社会の原型=共生き
ひとりひとりの生きる意味「こころざ
し」を大切にする社会=
し」を大切にする社会=志本主義
テクノロジーの発達は、まさに人類発
祥以来のテーマ、食べるために仕事を
することから解放される社会がまも
なくやってくる=
なくやってくる=ベーシックインカム

ルールに疑問を持とう！常識的な考えを捨てよう！
将来を見越してルールの枠を超えていこう！
私たちの暮らす社会は、未だ不完全です。
5 年前に最適だったルールや常識が、今も最適と
は限りません。
むしろそうでないケースのほうが多いでしょう。
地球規模の気候変動も、そんな人類の積み重ねに
対する一つのアンサーとも言えます。
私たちが、個人の欲望、企業の利益を追求しても、
人類そのものが無くなってしまっては、結局意味
がありません。
一地方である豊橋からのイノベーションですが、
地球を、世界を意識して、
行動して行こうではありませんか。
みんながステークホルダーであり、利害関係者な
のです。
40 年周期景気浮揚説からみると、
明治維新大政奉還
まで 3 年
1905 年明治 38 年↘d
年↘down 日露戦争開戦ポーツ
マス条約締結
1945 年昭和 20 年↗u
年↗up 太平洋戦争終結
1985 年昭和 60 年↘d
年↘down プラザ合意
2025 年令和 7 年↗up 次の 40 年が始まる…
2025 年まで後 3 年、コロナ禍もあり 3 年間のロス
もあり現在ですが、
私たちは今、市民自らがこの地域に責任をもつ
活動をスタートさせたいと考えています。

1865 年慶応元年 ↗up

行政・企業・団体からの出向で
正職員・パートで
プロボノで
ボランティアで
私たちの未来を創る活動に参加しませんか。

WACNET.Vision to2030
愛は国境を越えていく
愛は国境を越えていく
地域のしあわせ！世界のしあわせ！
未来がどう変わるか 誰もわからない
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
超高齢化少子化社会 人口減 児童虐待
シングルマザー 孤独死 介護放棄
老老介護 認知症 精神障がい 発達障がい急増
農薬 薬物依存 一人暮らし世帯 38％
38％
私たち WACNET.は
WACNET.は 対処法として
地域課題・生活課題に向き合い
解決のため 22 年間活動してきた
めざすは 生活圏コミュニティの形成と地域創生
地域社会機能の復活
医療福祉と産業が
医療福祉と産業が 程よい関係を保つ
ひとりひとり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る
生活圏コミュニティ+
生活圏コミュニティ+生活圏コミュニティは地域圏域をつくる
持続可能循環型地域社会
私たちはグローバル化する世界と人間が
人間らしく生活するコミュニティを同時に手にする
今 大きなチャレンジが豊橋市向山・南瓦町から始まる！！
地域にある問題・課題は
アジアの国でも近未来に起こる現実である
この壁を乗り越えることで ノウハウとシステムが生まれ
日本の役割が生まれる
地域の課題に向き合うことでマーケットは生まれ
地域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

時代は創るもので 与えられるものではない！！
愛は国境を越えていく
地域のしあわせ！世界のしあわせ！

★農医福でつなぐ森と緑のガーデンシテイ豊橋・東三河
★農医福でつなぐ森と緑のガーデンシテイ豊橋・東三河★
豊橋・東三河★

WACNET.Vision
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
そして目にみ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 地域にあった形で地域を活性化し
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

(9 月号 10 月号 11 月号コラム掲載)

しばらくお休み頂いていました社会起業家養成の
三河寺子屋も令和 5 年 2 月より再開する予定で
います。多くのみなさまの参加をお待ちします。

お問合せ先 WACNET.事業推進室
WACNET.事業推進室
℡０５３２－５２－４３１５ 鈴木、林、加藤まで

Vol.86
ol.86
2022
022 年 11 月号

すべて予約
すべて予約が
予約が必要です
必要です

解決すべき課題
１． アントレプレナー （社会起業家）
２． 循環型地域経済
（地域にお金の量を増やす・雇用を増やす）
３． まちづくり
４． 環境保全（石巻の自然森道パークプロジェクト等）

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

愛は国境を越えていく
地域のしあわせ！世界のしあわせ！
※2019 年 10 月 WACNET.20 周年記念事業で発表。
周年記念事業で発表。

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
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）

「もったいないファミリー
「もったいないファミリー」
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:高田

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。

