
            2016 年度事業報告 

                      （2016 年 4 月 1 日～2017 年 3 月 31 日） 

1. 事業の成果 

今年度は、WE21 ジャパン地域 NPO 同士や地域の運動グループとの連携、協力が進んだ

年でした。2度目の映画上映や、大きなシンポジウム等WE21ジャパン・旭（以下WE21旭）

だけでは、開催できない大きな事業を協力することで成果を上げたことは大きな自信に

つながりました。 

リユース・リサイクル事業は、おおむね昨年並みの結果を出すことができましたが、買取り

をおこなう営利のリサイクルショップも幾つかでき、今まで以上に私達 WE ショップのめざ

すコンセプトを地域にアピールする必要を感じます。主旨に賛同して、WE ショップに寄付し

ていただくために、どう広報するかは次年度の課題です。 

民際支援活動は、国内外とも、今年度はモニタリングやスタディツアーにメンバーを送るこ

とはできませんでした。イラク、パレスチナ、バングラデシュでは紛争が解決しない中、現地

の市民のために活動を続ける支援先の NGO の方の志の高さを知り、ささやかながら、私

達の活動が役に立っていることを知り、これからも継続していく力になりました。 

東日本大震災から 6 年が経ちましたが、毎月 11 日の震災復興応援デーを継続し、特に福

島の子ども達への支援を行ってきました。また、震災を教訓に改めて危機管理マニュアル

を見直しました。 

念願であったホームページの作成にも取り掛かりました。 

5 年間有効な認定 NPO 法人格を取得したことで、この間はみなし寄付金制度を活用し多

くの事業を行うことができました。次年度は再申請の年となります。皆様からの寄付や買

い物がより多くの活動に生かせるよう、県の指定、市の認定 NPO 法人格を取得できるよ

う、準備をしていきます。 

 

2. 事業内容 

資源のリユース・リサイクルを推進する事業 

＜内容＞ 

1. ショップ事業 

毎月理事会で、次月の企画や展示を決めて変化を持たせ、寄付された衣類や雑貨が有効

に活用されるよう努力しました。 

売り上げは前年比 97％と減少しましたが、寄付者や来客数はむしろ増えました。 

有効活用の方法として、フェア、セールやイベントなども積極的に行い、またリメイクチーム

による販売できなかった着物の有効活用も行いました。 

実績 売り上げ 顧客数 ボランティア数 寄付者 ファイバー数 

2015 年度 7,947,892 円 9,981 人   1,251 人 2,199 人 417 袋 

2016 年度 7,726,324 円 10,230 人   1,366 人 2,202 人  433 袋 

対前年比 97% 102% 109% 100% 104% 

 

2. リメイク活動 チームメンバー 9 名 

 毎月学習会を開催し、希望者に布ぞうりの講習を行いました。（講習参加者 13 名） 



 今年も WE21 ジャパン全体のイベントである「ＷＥフェスタ春」に参加しました。 

  また昨年 4 月 15 日に起きた熊本地震に際しては、被災者支援のためリメイク品の販売を

行 

  い、全額を南阿蘇村で活動していた「地球のステージ」に寄付しました。 

  （リメイクチーム：販売できなかった着物や衣類を使って、新たな衣類や小物作りをするチーム。 

  月 1 回開催） 

 リメイク事業・・・・・221,175 円 

 

3． フェアの開催 

  着物リサイクルフェア 

   旭のリユース事業の中心で、地域に定着している着物リサイクルフェアを 11 月に 4 日間

開催しました。別の会場を使うことで、ショップとの相乗効果が期待できます。 

   初日から 3 日間で 3,000 円以上お買上げのお客様には、最終日半額のチケットを差し上

げ、再来場者の拡大を図りましたが、期待した成果にはつながりませんでした。金額など

も検討したいと思います。また、終了後も、着物への要望が多かったので、来年は終了後

に店内で着物を販売することも検討します。 

   着物フェア・・・626,365 円 

 

4. セール等の企画 

  4 月 周年セール、7 月 サマーセール、12 月 年末セール、1 月 初売りセールを開催しま 

    した。 サマーセール後にアジアンフェア、9 月と 2 月にブランド品を含む、良品のバッグや 

    洋食器を展示して売り上げに繋げました。 

    セール・・・918,955 円  

  

5. イベントの実施 

 （1）4 月 24 日商店会のキボフェスに参加。 

   当日は全品半額で沢山のお客さまが来店しました。 

  （2）10 月 17、18 日は国連の「国際貧困撲滅デー」に賛同し、売り上げをパレスチナの子供達 

      への栄養支援に送金しました。 

 （3）1 月～2 月、ジムネットのチョコレートキャンペーンの趣旨に賛同し、参加しました。 

  （4）毎月 11 日を震災復興応援デーとし、売上げを全額寄付しました。 

   3 月 10、11 日には、恒例となりました被災地の物産の販売を行いました。 

   震災後継続しているこのキャンペーンは趣旨が定着し、この日をめざして買い物する方 

   も増えました。  

    震災復興応援デー・・・212,295 円 

 

   6. 売れなかった資源について 

    衣類：WE21 ジャパンで回収し、提携先のナカノ（株）で再利用されました。 

      （ファイバー約 3,031 ㎏、１袋約 7 ㎏換算） 

    ガラスや陶磁器の一部は㈲飯室商店、木村管工(株)で再資源化を図りました。 



    その他：事業系廃棄物として処理 ・・・・72,680 円   

    ＜日時＞通年 

    ＜場所＞横浜市旭区中希望が丘 

    ＜従事者人数＞スタッフ 2 名、ボランティア月平均 29 名 

    ＜受益対象者＞ 

  主に横浜市旭区周辺に在住の市民 

 顧客数・・10,230 名 寄付者・・・・2,202 名 

    ＜支出額＞ 5,563,501 円 

 

アジア等における市民、とりわけ女性の生活の向上と自立のための活動を支援する 

事業（民際支援活動） 

＜内容＞ 

1. WE21 ジャパン・旭の海外支援活動 

 （1）10 月の貧困なくそうキャンペーンの事前学習会では、日本国際ボランティアセンター 

   （JVC）の山村順子氏を招き、「子どもの栄養失調予防事業」の最新報告を聞きました。 

   キャンペーン中は、この事業への WE21 旭の支援の歴史と現地の活動のパネルのほか、 

   ガザの電気事情のパネルを展示しました。 

   また初めてガザで実際に活動をしている母親ボランティアの動画を店内で流し、 

   ボランティア達の願いやなぜ活動に参加したかなどを、肉声で聞くことができました。 

   その後、ショップの様子やボランティアの写真を現地に送り、互いのボランティアの理解を 

   深めました。 

 （2）WE21 ジャパン・旭の支援先を決定するときは、支援チームが事前検討をして理事会に提 

    案しました。 

 

 （3）キャンペーン活動の実施 

キャンペーン活動（貧困なくそう、クリスマスレインボー、チョコレート等）を行い、世界の

様々な状況にある人たちに思いを馳せる機会を作り、併せて募金活動も行いました。 

 （4）保養ネット横浜の伊豆の保養プログラムにボランティア参加しました。（7 月） 

 （5）東日本復興支援活動 

  毎月 11 日の震災復興応援デーの売上を全額寄付するとともに、募金箱を設置し、募金を 

  呼びかけました。また、直接支援として、3 月 10、11 日には福島や宮城県の物品販売も行 

    いました。 

 （6）熊本地震被災者への支援金を「地球のステージ」に送りました。 

  

2. 他地域と連携した海外支援活動の支援 

 （1）ＷＥ21 ジャパン及び他地域 NPO の企画する講演会、研修会、報告会などに多く参加し、

支援について学習するとともに、情報を共有しました。 

 （2）同じ支援先に助成している他の地域 NPO と連絡会を形成し、支援団体の報告会を開催

するなどして、情報の共有や学びの場としました。 

    （シーライツ連絡会、コーヒーの森連絡会、ジンジャーティ連絡会）  



 （３）コーヒー事業のワーキングチームの一員として、JICA の助成金を獲得し、「ベンゲット 

州トゥブライ郡コーヒー栽培農家のコーヒー品質向上のための組織強化プロジェクト」 

事業を進めています。 

2016 年度支援先 支援金額 

イヤマン（フィリピン） ベンゲットフロンティア事業 300,000 円 

コディリエラ・グリーン・ 

 ネットワーク（フィリピン） 
森林再生とコーヒー事業 100,000 円 

JIM-NET（イラク） 白血病の子どもの医療支援、シリア難民、 

イラク国内難民支援、福島の子ども支援 
100,000 円 

シーライツ（カンボジア） 子どもが教育を受ける権利の啓発活動 100,000 円 

ジュマネット 

（バングラディシュ） 

コルポナ・チャクマのドキュメンタリー作成

支援 

ロヒンギャ難民緊急支援 

30,000 円 

50,000 円 

JVC（パレスチナ） 子どもの栄養改善事業 168,540 円 

ベネテン（フィリピン） 鉱山開発反対の情報教育キャンペーンと村

の環境問題地図作成 
100,000 円 

東日本大震復興災支援 

  FoE ジャパン 
福島の親子に近場での週末保養事業 212,295 円 

（特活）地球のステージ 熊本地震被災者支援 21,000 円 

「甲状腺がん子ども基金」 「日本と原発 4 年後」映画収益 32,832 円 

                              合計 1,214,667 円 

 

 

募金・寄付金による支援先 

イヤマン 

クレヨンキャンペーン 
クリスマスにクレヨンをプレゼント 14,000 円 

JIM-NET 

 チョコレートキャンペーン 

白血病の子どもの医療支援、シリア難民、 

イラク国内難民支援、福島の子ども支援 
124,764 円 

JVC（パレスチナ） 子どもの栄養改善事業 26,960 円 

東日本大震復興災支援 

  FoE ジャパン 
福島の親子に近場での週末保養事業  42,705 円 

（特活）地球のステージ 熊本地震支援 21,000 円 

「甲状腺がん子ども基金」 「日本と原発 4 年後」映画当日募金 22,671 円 

  合計 252,100 円 

 

ＷＥトレードによる支援先 

商品 支援団体 仕入れ値 



ジンジャーティ ウバパス、ダイヨコン、ランバダ住民組織

（フィリピン） 
31,500 円 

コーヒー （一社）わかちあい PJ（フィリピン） 39,875 円 

石鹸 フレンズオブアシーラ（パレスチナ） 20,568 円 

3/11 震災復興応援デー用食品 
いわき食彩館（福島県） 

（特非）tree seed (宮城県) 
59,016 円 

                       合計 150,959 円 

    ＜日時＞通年 

    ＜場所＞横浜市旭区中希望が丘 

    ＜従事者人数＞10 名 

    ＜受益対象者＞主にアジア地域の支援先ＮＧＯとプロジェクト先の人々。 

           東日本及び熊本の団体及びその支援先の人々 

    ＜支出額＞ 1,675,425 円 

 

法人の事業の普及を図る事業＜広報活動＞ 

＜内容＞ 

1. 多様な方法で WE21 ジャパン･旭の活動を発信しました。 

（1）ニュース発行  

6 月 Ｎｏ47  700 部  

 15 周年感謝、2015 年度支援先報告、熊本地震被災者支援報告、 

 9 月映画「日本と原発 4 年後」告知、着物フェア告知  

9 月 Ｎｏ48  500 部  

貧困なくそうキャンペーン告知、福島保養キャンプ報告、映画「原発と日本 4 年後」

報告、着物フェア告知     

12 月 Ｎｏ49  500 部   

  3 月のシンポジウム「自分で選びたい！原発に頼らないエネルギー」告知 

  チョコレート募金告知 、着物フェア報告 ＷＥフェスタ告知  

（2）その他の配布チラシ 

・周年セール 5,800 枚  

・サマーセール 4500 枚（夏の空に依頼 3000 枚、手撒き１2００枚、ショップ分 300 枚） 

・着物フェア 10000 枚（新聞折り込み 7000 枚、夏の空 2000 枚、手撒き 1000 枚）   

・年末セール 4000 枚（夏の空 3000 枚、手撒き 1000 枚） 

（3）ホームページ 

   ブログや WE21 ジャパンのホームページにセールやフェアの情報を更新しました。 

   WE21 旭のホームページ作成は、年度末から作成に向けスタートしました。 

（4）パネル・ポスター 

ショップ利用者に WE21 旭の活動を知らせるためにショップ内外にパネルやポスターを

効果的に掲示しました。 

三つ折りパンフレットの改訂を行いました。 

 



2． 地域のミニコミ誌などに WE21 旭の活動を掲載依頼しました。 

「さわやかインフォーメーション」「さわやかマイタウン」（朝日新聞販売店の広報） 

着物フェアの告知を神奈川新聞に掲載しました。 

 

3. 理事会議事録の掲示や必要な書類を整理し、情報公開をしました。 

    ＜日時＞通年 

    ＜場所＞横浜市旭区中希望が丘 

    ＜従事者人数＞10 名 

    ＜受益対象者＞主に横浜市旭区周辺に在住の市民  

    ＜支出額＞ 195,912 円 

 

地域市民の国際的な意識の自覚を促進する事業（共育事業） 

＜内容＞ 

1. 会員、ボランティア、地域の人達に支援先の情報を共有し、ともに学ぶために 学習会や 

  報告会を開催しました。また近隣地域ＮＰＯにも声をかけて連携を図りました。 

 （1）第 1 回ＷＥ講座 パレスチナお料理講習会と学習 4 月 15 日 講師並木麻衣氏 

参加者：16 名     会場：希望が丘地区センター 

内容：パレスチナの置かれている状況についての報告及びパレスチナ料理の講習 

 （2）「日本と原発 4 年後」上映 ＷＥ21 ほどがやと共催  9 月 3 日 

  参加者：299 名   会場：保土ヶ谷公会堂 

  内容：ＷＥ21ジャパンほどがやとの共催による 2度目の映画上映。原発による被害の現状、

特に子供たちへの影響について 

 （3）第 2 回ＷＥ講座 パレスチナについて学ぶ 9 月 30 日 講師 山村順子氏  

参加者：19 名       会場：希望が丘地区センター 

 

 （4）シンポジウム「自分で選びたい！原発に頼らないエネルギー」3 月 17 日  

   基調講演:佐藤彌右衛門氏、パネラー：半澤彰浩氏、鈴木俊太郎氏 

   参加者：175 名 

   WE21 ジャパンいずみやほどがやとの共催、生活クラブや WE21 ジャパンの協賛によ

り、 WE ショップに普段来店されない男性の方も多く参加され、この問題への関心の高

さがうかがわれました。横浜市夢ファンドから一部助成を得ました。  

 

2. 活動を広く市民に広報し、活動から見えたことをともに考えるために、様々な機会に 

  アピール活動を行いました。またボランティアに参加する人たち同士の情報交換や交流、 

   研修を図るために以下の活動をしました。 

（1） 貧困なくそうキャンペーン（日本国際ボランティアセンター） 

 パレスチナの現状を伝えるパネル、ビデオ、募金、書き損じはがき、売り上げ寄付 

（2） クレヨンのキャンペーン（イヤマン） 

 イヤマンの活動地の小学生に募金によるクレヨンのプレゼント 

（3） チョコレートキャンペーン（ジムネット） 



 ジムネットのチョコレートキャンペーンに賛同し、写真展示とチョコレート募金 

（4） 東日本大震災復興応援デーキャンペーン 

 毎月 11 日の売り上げ及び 3 月 10,11 日の東北物産販売、募金 

（5） ボランティア研修（接客、業務の確認、危機管理） 

 2 月 17 日 参加 29 名 

（6）ボランティアニュース発行 各月 

   ＜日時＞通年 

    ＜場所＞横浜市旭区中希望が丘 

    ＜従事者人数＞10 名 

    ＜受益対象者＞主に横浜市旭区在住の市民及びボランティア  

    ＜支出額＞ 194,341 円                                                                                       

     

目的達成に必要な事業（組織活動） 

＜内容＞ 

総会で決定された議案に沿って、年間計画に基づいた活動を実施しました。 

WE２１ジャパンと「WE２１ジャパンの目的を達するための合意書」を交わし、「物流経費」、「商標

使用料」、「WE 21 ジャパン活動推進費」に分けて、WE 21 旭と WE 21 ジャパンそれぞれが、

目的達成のために合意した経費を支払いました。WE21 物流経費 361,000 円 WE21 商標使

用料 120,000 円、WE21 グループ活動推進費 150,000 円 合計 631,000 円（年間） 

WE 21 ジャパン・旭が支払う税金は軽減され、資金的な面からも充実した活動ができました 

が、認定 NPO 法人であることの特性を生かした寄付金や、企業への協力等積極的な広報 

活動ができませんでした。 

WE 21 旭への寄付金 104,060 円 

  （指定寄付 30,000 円、横浜市夢ファンド 30,000 円、団体への寄付 44,060 円） 

 夢ファンドを通じての寄付金は、シンポジウムの講師代のため活用しました。 

1. 理事会 

  （1）毎月理事会を開催し、総会の議案に沿った運営や事業を行いました。 

  （2）ショップ運営や支援先決定、講座開催、広報事業とそれぞれの担当のもと提案を行い、 

   活動を進めました 

  （3）2 号店に関しては議論しませんでした。 

 

2. 会員 

  会員数 期首 65 名 期末 64 名     

会員には WE 21 旭ニュース、WE21 ジャパンニュース、キャンペーンのお知らせなどを配

布し、情報の共有をしました。 

 

3. 事務局体制 

各自それぞれの役割を持つ中で、事務局を担うことは業務内容的に難しくできませんで

した。各自の役割の中では、管理・リユースリサイクル・支援・広報とそれぞれの担当者が事

務局的な部分も負担し、スムーズな運営を心がけました。 



4. ボランティア活動 

  認定 NPO 法人の取得は、税制面での優遇がある反面、組織の基盤整理が求められます。

ボランティアの参加は事業推進の要であるとの考えから、参加するメンバーの共育として

座学とフィールドワーク両方の研修を行い、多くの参加を得ました。  

  毎月ショップスタッフからボランティアへ「ボランティアニュース」を発行し、ショップでのイ

ベントや WE 21 旭の活動を共有し、活動への参加につなげました。  

  新たなボランティアへの参加 3 名 

    ボランティア 期首 42 名  期末 45 名  ボランティア数 延 1,366 名 

 

5. WE 21 ジャパン及び地域 NPO との連携 

  （1）WE21 ジャパンとは事業の受託、委託に関する基本契約を結び、また他の地域 NPO と

も連携し、WE21 ジャパングループとしての運動を広めました。 

  （2）地域 NPO との連携 

      1）WE 21 ジャパンほどがやと共同で映画を上映。 

   2）WE 21 ジャパンいずみ、ほどがやと共催、WE 21 ジャパン、生活クラブの協賛でシン

ポジウム開催 

  3）横浜南エリア 11 地域 NPO 代表連絡会を構成し、隔月に集まり共通の課題の解決や

協力して地域の運営を考える場を持ちました。 

    イベントの共催も行いました。 

4）同じ支援先を持つ地域 NPO と共同して報告会を開催し、情報の共有をしました。 

 

6. 地域のネットワーク 

（1）ワーカーズコレクティブや横浜若者サポートステーションの要請を受けて、若者の就労 

   支援に協力しました。（2 名受け入れ） 

（2）地域内の同じ運動グループである生活クラブの地域団体（コモンズ、デポー）との交流 

   が進み、シンポジウムの協賛を得ました。 

（3）希望が丘商店会主催の「キボフェス」やその他の活動に積極的に参加し、活動をアピー 

   ルしました。 

（4）地域で活動する企業組合キボカフェや工房クリエと、着物フェアや布ぞうり講習会など 

   で協力しました。 

（5）南希望が丘中学、鶴ヶ峰中学の職業体験を実施しました。若い人に世界の格差を伝える 

   機会として、今後も継続していく予定です。    

（6）旭区市民活動センターみなくる主催「旭区民まつり」に参加し、活動のアピールをしまし 

   た。みなくるで 1 か月「WE21 ジャパン・旭」の活動アピールを行いました 

（7）「かながわ生き生き市民基金」の活動に参加し、旭区内に子供や高齢者の居場所作りの 

   ための活動に参加しました。 

（8）旭区内有志による「旭どこでも本棚」に参加しました。 

（9）行政（神奈川県や横浜市、旭区）が主催する学習会等に参加し、新しい情報の授受に努 

   めました。 

   ＜日時＞ 通年 



   ＜場所＞ 横浜市旭区中希望が丘（WE ショップ旭） 

   ＜従事者＞ 10 名 

   ＜受益対象者＞ 主に横浜市旭区希望が丘周辺在住の市民およびボランティア 

   ＜支出額＞ 331,854 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


