
         平成 27 年度事業報告書 

             特定非営利発動法人 ＷＥ21 ジャパン・旭 

1、事業の成果 

 今年度は、ＷＥ21 ジャパンとＷＥ21ジャパン地域ＮＰＯの関係が見直された初年度でした。 

いままで、売上げに応じて、ＷＥ21 ジャパンの活動費等を地域が分担していましたが、ＷＥ21 の

活動も 17 年を迎え、相互扶助から相互の自立へと方針の変更が確認されました。地域ＮＰＯから

のＷＥ21 の活動維持費も定額制へと移行した年でもあります。 

その結果ますます、事業への責任も増えましたが、近隣の地域ＮＰＯ同士が情報の共有や学習会、

イベント等を共催で行い、助け合う土壌ができました。 

東日本大震災被災地に寄り添う活動は今年度も続けてきました。支援する 3 ヵ所の報告を聞き現地

を訪問し、また原発に反対する署名とともに映画「日本と原発」の上映も行いました。映画の上映

は、ＷＥ21 グループ内の協力のほか、他団体からの多くの協力も得て、新しいネットワークもでき

ました。 

みなし寄付金の損金参入の特例を生かして、本来事業である、海外や国内の支援活動のほか、ボラ

ンティアメンバーの学習や研修にも力を入れることができました。 

 リユース・リサイクル事業は、的確な企画やイベント開催により、昨年対比 

101％の売上を実現できました。 

 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では、コ

ルディリア・グリーン・ネットワーク訪問や支援先報告会等を実施しました。 

また、引き続き東日本大震災被災地の復興のため、毎月 11 日の復興応援 Day を企画すると共に、

支援先であるいわき市のザ・ピープルのオーガニックコットンプロジェクト地や津波の被災地を訪

問しました。 

広報活動では、地域在住のボランティアの方の協力も得て、助成金を生かしたパンフレットを作成

しました。 

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 

毎月の理事会で、当月、次月の企画を協議し、変化をもたせた展示ができたことで、年間目標を

2 月で達成できました。 

ＷＥ21 旭の恒例イベントとして定着している着物フェアに対しては昨年の落ち込みを受けて、

他ショップ見学、成功例の聞き取りなどを行い、新しい色々な対策をした結果、対前年比 136％

となり、年間実績に大きく貢献しました。 

活動の要である寄付品は、エリア共通チラシ等による募集や引取り等を行い件数は増えています

が、数量的には減少傾向も見えるので、寄付品募集を今後も継続していく予定です。 

 

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 



2014 年度 7,874,513 円 10,054 人   1,265 人 2,048 人  469 袋 

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

対前年比 101% 99% 99% 107% 89% 

 

２．リメイク活動 参加者 延 73 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。（参加者 17 名） 

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

売上げ 61,090 円を全額、福島で子どもの保養プログラムを実施している 

FoE Japan に寄付しました。 

   リメイク事業・・・222,639 円 

 

３．フェアの開催 

着物リサイクルフェア 

  11 月 10(火)-13(金)に 4 日間開催しました。 

昨年の課題であった開催時期や広報の方法等の見直しを行い、10,000 枚のチラシを外部委託

も使い広範囲に配布。当初の 3 日間に 3000 円以上お買上げのお客様には最終日半額のチケッ

トを配布すると言うシステム等、色々と試した結果、昨年比 136％、と大きく受け上げを伸ば

すことができました。 

着物フェア売上げ・・・641,795 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 月初売りを開催。 

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、良品のバッグのコーナー

を設け、売上げに繋げました。 

    セール売上げ・・・915,580 円 

５．イベントの参加 

（1）4/26（日）商店会のキボフェスに参加しました。普段ショップには来店されない若い家族

づれにアピールする機会として継続していきます。 

（2）10 月 16（金）17（土）は国連の「国際貧困撲滅デー」に賛同し、パレスチナの子供達へ

の栄養支援をしました。 

（3）初めての試みとして 10 月 11（日）に生活クラブの「食いしん坊祭り」に 

     参加しました。 

（4）10 月 18（日）には「旭区民祭り」に初めて参加しました。 

（5）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。 

（6）毎月 11 日を震災支援 Day とし、売上げを全額寄付しました。 

趣旨が定着し、この日を目指して買い物する方も増えました。 

  震災復興応援 Day 売上げ・・・223,110 円 



  ６．売れなかった資源について 

衣類は 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。 

ガラスや陶磁器の一部は㈲飯室商店や木村管工で再資源化を図りました。 

ボランティア有志がバーゲンチームを結成し、店で売れなかった食器やアクセサリーを商店会の

「お休み処」で販売しました。継続して取り組みたいと思います。 

      その他：事業系廃棄物として処理 110,200 円   

   ＜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＞ 主に横浜市旭区希望が丘周辺に在住の市民  

顧客数 9,981 名 寄付者 2,199 件 

＜支出額＞ 5,365,677 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＞ 

ヨーロッパにおける複数の大規模爆弾テロに加え、危険を冒して押し寄せる移民、シリ

アの和平など、世界はこれまでに経験したことのない重大な困難に直面しています。私

たちは解決への無力感を感じる一方、１５年間考え進めてきた、貧困、平和、人権、環

境に関する活動の重要さを再認識し、信頼関係を築く決意を新たにします。 

 

1．ＷＥ21 ジャパン・旭 の海外支援活動 

（１）今年の１０月の貧困なくそうキャンペーンの事前学習会では、JVC の並木氏と旭会員の梅

野氏を招き、それぞれ、「２０１４年ガザ戦争の被害・復興と子供の栄養失調予防の取り組

み」と「ヨルダン川西岸で見聞きしたこと」の講演会を行い、パレスチナ問題の理解を深

めました。（１０月） 

（２）「コーヒーの森事業」事業を支援する地域 NPO と合同でフィリピンの事業地でモニタリン

グを実施しました。１名参加（１１月） 

（３）支援先であるイヤマンの代表クリスティーナ氏が来日し、今後のイヤマンの支援方針の変

化、関係の維持などを話し合いました。（１月） 

ＷＥ旭の最初の支援先であったイヤマンの環境教育プロジェクトが、ベンゲット州行政か

ら評価され、WE グループからの支援に頼らず、独自の資金で新たな形で行なう事になり

ました。ヘルスプログラムは支援を継続します。 

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

提案しました。 

（5）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。 



（6）地域合同のいわきツアーに参加し、支援するオーガニックコットンの畑を見学、また復興に

ほど遠い避難地域の現状などを見学し、風化させない記憶を新たにしました。4 名参加（１

0 月） 

（7）１０月にフィリピンを襲った大型台風ランドの被害に対し、イヤマンとコーヒー事業の CGN

に、復興への願いを込めた支援金を送りました。（１月） 

（8）東日本支援活動 

毎月 11 日の応援デーに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 11 日には福島の授産施設やスカイストア他 4 ヶ所

の物品販売も行いました。 

（9）ネパールの大地震に対し、NPO 法人「地球の木」を通して、医薬品や緊急用テントなどを

買う緊急支援金を送りました。（７月） 

（10）まだまだ足りないカンボジアの子供の遊具にと「布チョッキン」を行い、人形やボールの布

を支援しました。（５月） 

  

2．他地域と連携した海外支援活動の支援 

（１）ＷＥ21 ジャパン及び他ローカルの企画する講演会、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。 

また、ジンジャーティ連絡会にも参加し情報の共有を図りました。 

（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。 

イヤマン連絡会、JVC カンボジア連絡会、ジュマネット連絡会、シーライツ連絡会、ベネ

テン連絡会、コーヒーの森連絡会、  

（３）コーヒー事業のワーキングチームの一員として、民際協力委員会からのコロス集落のコーヒ

ー事業を受け継ぎ、JICA の助成金申請、獲得などの活動をしました。 

2 0 1 5 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 

 

   350,000 円 

イヤマン（フィリピン）  台風被害緊急支援  150,000 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 

コディリエラ・グリーン・ 
 ネットワーク（フィリピン）  台風被害緊急支援    20,000 円 

JIM-NET（イラク） 
 白血病の子どもの医療支援、 

 シリア難民妊産婦支援、 福島の子ども支援 
100,000 円 

ＪVC（カンボジア）  女性グループの食品加工支援   110,000 円 

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

CAE(カエ)（カンボジア）  農業による生活向上事業   100,000 円 

幼い難民を考える会（カンボジ

アア） 

 布チョッキン    25,000 円 

ジュマネット（バングラデシ

ュ） 

 女性の暴力に対する保護活動   200,000 円 



JVC（パレスチナ）  こどもの栄養改善支援事業   157,350 円 

東日本大震災復興支援   

 保養ネット・横浜 

 ザ・ピープル 

FoE Japan 

 さくら共同法律事務所 

 

 福島のこどもキャンプ in 伊豆   

 いわき市オーガニックコットンプロジェクト 

 福島ぽかぽかプロジェクト 

 映画上映費用 

  124,482 円 

   95,300 円 

  150,000 円 

   20,000 円 

      合計 1,802,132 円 

募金・寄付による支援先 

JVC(パレスチナ)  こどもの栄養改善支援事業 30,650 円 

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 12,000 円 

JIM-NET 

チョコレートキャンペーン 

 劣化ウラン弾による白血病やがんの子供たちの薬代 

 チョコレート募金 
100,000 円 

地球の木（ネパール）  地震緊急支援 80,000 円 

東日本大震災復興支援  保養ネット・横浜、ザ・ピープル 79,080 円 

                                         合計 301,730 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、ダイヨコン住民組織（フィリピ

ン）  

37,500 円 

 コーヒー （一社）わかちあい PJ （フィリピン） 57,750 円 

 石鹸  フレンズオブアシ－ラ（パレスチナ） 20,568 円 

3/11 震災復興応援 Day 用食品 いわき食彩館（福島）Tree Seed 他 

( 

気仙沼） 

21,723 円 

            合計  137,541 円   
 

  ＜日時＞ 通年 

  ＜場所＞ アジア地域。東日本被災地 

  ＜従事者＞ 10 名 

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

                 東日本被災地の団体及びその支援先の人々 

  ＜支出額＞ 2,361,267 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（700 部） 総会報告、ＣＹＲ布チョッキン報告、ネパール地震緊急支援、 

          着物フェア・震災復興応援ディ告知、支援実績地図 

          ボランティア・会員募集  



 9 月（500 部） いわきザ・ピープル報告会、CAE 報告 

          ネパール地震緊急支援募金お礼、 

   貧困キャンペーン学習会告知「ガザ地区の今」、 着物フェア告知      

 12 月（500 部） 福島おてんと SUN 企業組合訪問報告 

   「日本と原発」映画上映告知、チョコレート募金告知  

    JVC パレスチナ書き損じはがき 寄付の依頼 

（２）その他の配布チラシ 

周年セール  4000 枚  

サマーセール 4500 枚（３000 枚夏の空に依頼） 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 6000 枚、郵送やその他の配布 4000 枚  

年末セール  4000 枚（3０００枚は夏の空に依頼）手撒き 1000 枚 

寄付品募集チラシを作成し、主に鶴ヶ峰地区に配布 

（３）ホームページ 

   旭のホームページやブログ、ＷＥ21 ジャパンのホームページの活用は、定着できずに課題が

残りました。    

（４）パネルやポスター 

ショップ利用者やボランティアに支援プロジェクトを紹介するボードを目的別に複数回作成

し、支援活動への理解を深めるように努めました。 

 

２．地域のミニコミ誌などに WE21 ジャパン・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」（朝日新聞笹野台販売店の広報誌） 

 

３．理事会の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。 

 

4．横浜市の夢ファンド助成金を使い、三つ折パンフレットを改定しました。（1000 部） 

  ＜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＞ 主に横浜市旭区及び近隣区在住市民 

  ＜支出額＞ 161,921 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たり、ともに学ぶために学習会や報告

会を開催しました。また近隣地域にも声をかけて連携を図りました。 

（1）第 1 回 WE 講座 ＣＹＲ布チョッキン 講師     

    日時 5 月 22 日  10：30～12：30  参加者 18 名  



    会場 工房クリエ 

    内容 幼い難民を考える会が行っている遊具（お人形や布ボール）作成  

（2）第 2 回ＷＥ講座 ザ・ピープル報告会  講師：吉田恵美子氏                                      

    日時 8 月 3 日  参加者 18名 

    会場 工房クリエ 

    内容 オーガニックコットン事業、いわきおてんとＳＵＮ事業報告 

（3）第 3 回 WE 講座 パレスチナについて学ぶ 講師：並木麻衣氏・梅野りんこ氏                                                                                          

    日時 10 月 2 日 10：30～13：00 参加者 24 名 

    会場 希望ヶ丘地区センター 

    内容 パレスチナの現状とＪＶＣの活動 

（4）第 4 回 エソダさんワークショップ 

   日時 10 月 23 日 参加者 43名（内旭 17 名）  

   会場 県民サポートセンター1501 室   

    内容 ネパール大地震と女性の参加 

（5）第 5 回 WE 講座 横浜保養ネット報告会   講師：西岡政子氏  

    日時 12 月 3 日 10：30～12：00 参加者 12 名 

    会場 WE ショップ旭 

    内容 伊豆の古民家での夏の保養プログラム報告 

（6）第 6 回 イヤマン、ヘスルプログラム報告会 講師：クリスティ・アーバン氏 

    日時 1 月 12日 10：00～12：30 

    会場 工房クリエ   参加者 7 名 

    内容 新たなヘルスプログラムについて  

（7）第 7 回 ＦｏＥＪａｐａｎ福島ぽかぽかＰＪ報告会 講師：矢野恵理子氏 

    日時：3 月 16日 13：00～15：00 

    会場：夏の空    参加者 39 名 

    内容 福島の子どもたち・・現状とぽかぽかプロジェクト 

 

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、さまざまな機会にアピー

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の情報共有や交流、研修を図るために

以下の活動をしました。 

・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写真パネルと感想、募金。 

・クレヨンキャンペーン（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 

・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。 

・東日本大震災復興応援ディキャンペーン  

  毎月 11 日のキャンペーンと３月 11 日の東北物産の販売及び募金 



・支援先のいわき市「ＮＰＯ法人ザ・ピープル」が進めるオーガニックコットン 

 プロジェクトへの援農ツアーに参加しました。 

10 月 28 日 参加者 4 名 

 ・映画上映「日本と原発」 ＷＥ21 ジャパンほどがやと共催 

    1 月 9 日  2 回上映 参加者 234 名 

 ・チョコレートキャンペーン（共催）  8 地域共催 

    1 月 21 日 

  ・ボランティア研修（接客および業務内容の共通認識の確認について） 

   2 月 19 日 参加者 30 名 

  ・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（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及びボランティア 

   ＜支出額＞162,345 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」、「ＷＥ21ジャパン活動推進費」に分けて、ＷＥ21 旭と 

ＷＥ21 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 200,000円  合計 681,000 円（年間） 

 ＷＥ21 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。 

  ＷＥ21 旭への寄付金 198980 円 

   （指定寄付 109,800 円、横浜夢ファンド２万円、団体への寄付 69,180 円） 

 夢ファンドを通じての寄付金は、三つ折パンフレット作成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 号店に関しては次年度への課題として残りました。 

２．会員 

 会員数 期末 62 名 

年 3 回の WE 旭ニュース、WE21 ジャパンニュース、キャンペーン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研修を行

い、多くの参加を得ました。   

   ボランティア 期末 42 名（新規 3 名） 

 

5．Ｗ21 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 法人

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。 

   ・ＷＥ21 ジャパンほどがやと共同で映画を上映。 

  ・横浜南エリア 11 地域ＮＰＯ代表連絡会を立ち上げ、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。また、イベントの共催も行いました。 

  ・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）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。 

（2）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。また、ヨガ教室と共催の報告会の開催しました。 

（3）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 

（4）横浜エリア連絡協議会（横浜南・きた生活クラブ、いき生き福祉会、Ｗ・Ｃｏ連合会、Ｗ・

Ｃｏ協会、神奈川ネットワーク、ＷＥ21）に参加。それぞれの団体の活動内容の共有と連携

した活動の実施に向けて協議を行いました。 

（5）旭区主催の「旭区民まつり」や生活クラブ主宰の「くいしんぼう祭り」に参加しました。 

（6）行政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及びボランティア 

   ＜支出額＞ 349,135 円 


