
2014 年度事業報告書 

               特定非営利活動法人 ＷＥ21 ジャパン・旭                   

 

1、事業の成果 

 一昨年 8 月に認定NPO 法人格を取得し、今年度は、その成果が出た年でもありまし

た。定款内容の見直しを行い、理事の人数の増加、電磁的決済の導入、目的の追加等、

認定ＮＰＯ法人としての活動がスムーズに行われるようになりました。そのほか、情報

の開示のためのホームページ開設やみなし寄付金の損金参入の特例を生かして、自前事

業として、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、目標を上回る（対

目標比 109％）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、支援先であるカンボジアのシーライツの活動地とフィリピンのコルディリア・

グリーン・ネットワークの活動地を訪問し、カンボジアでは新たな支援先との出会いも

ありました。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。 

 また、ＷＥ21 ジャパングループ内の組織変更に伴い、ほかの地域ＮＰＯとの連携や

協働が進みました。 

 

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 

2 月までで、年間売り上げの目標を達成することができました。 

毎月、月の目標にこだわって運営委員会で展示の企画を決めて変化を持たせ、来場 

者を飽きさせない様に出来た事が一因だと思います。 

ただ大きな収入源である着物フェアでの売り上げが約 47 万と昨年（約 60 万）よ

り大きく落ちこんだので、次年度への対策として、他ショップの見学等を実施、多

くの学びを得たので、次年度に生かして生きたいと思います。 

また、事業の継続には、寄付品とお客様の共感が欠かせません。来客が 2012 年

から微減（対前年 99％）していることもあり、対策を検討していきます。 

実 績 売り上げ 顧客数 ボランティア 寄付者 ファイバー数 

2013 年度 7,823,223 円 10,192 人   1,227 人 2,273 人  406 袋 

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

対前年比 101% 99% 103% 90% 115% 



２. リメイク活動 参加者 延 75 名 

 毎月学習会を開催し、希望者には布ぞうりの講習を行いました。（参加者 33 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、活動のア 

ピールと売り上げに貢献しました。 

 リメイク事業売り上げ・・・186,990 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。 

  今年度は年 1 回の開催としましたが、対前年比 67％という結果となりました。 

    時期や広報に課題が残ったと言えます。 

着物フェア売上げ・・・474,820 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 初売りを開催し

ました。そのほかアジアンフェア、9 月と 2 月にブランド品を含む、良品のバッ

グを展示して売り上げに繋げました。 

  セール売上げ・・・851,145 円 

 

５. イベントの参加 

（1）4/27（日）商店会のキボフェスに参加しました。キボフェスは、普段ショ

ップに来店されない家族連れや若い人へのアピールの場としても大切な機会と

考えています。  

    （2）10/16（木）17（金）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改善事業の支援をしました。 

     WE を知って貰う為に、初めての試みとして 10/14（火）～20（月）まで

区役所で支援先とリメイク作品の展示を行い、店内では千羽鶴をお客様に折

って貰いました。 

  （3）1 月～2 月、恒例となった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。 

 震災復興応援ディ売上げ・・・249,550 円（8 回） 

 

   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。 

     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。 

     木綿については地域の福祉施設に寄付しました。 

     その他：事業系廃棄物として処理・・・71,300 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＞ 

主に横浜市旭区希望が丘周辺に在住の市民 顧客数 10,054 名 寄付者 2,048名 

  ＜支出額＞ 5,589,059 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＞ 

イスラム国の台頭とその暴力的な行動は世界に衝撃を与えました。ヨーロッパなど先進

国から多くの若者が参加していくことに、さらに衝撃を受けました。国内では震災の復

興の遅れや心のケアなど 4 年目で見えて来た深刻な状況があります。私達のめざす平

和で公正な社会と実情のあまりにも大きな差に愕然としながらも、地域で 14 年間活動

が継続出来たことは意義深いものと考えます。 

 

1. ＷＥ21 ジャパンの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、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、  

 

2. 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期間中、旭区役所のロビーギャラリーにお

いて「支援写真とリメイク展」を行いました。素敵なリメイク作品に惹かれて

多くの入場者があり、WE 旭をまだ知らない方々へ、活動の紹介をする良い機

会となりました。 

（２）シーライツを支援する８地域 NPO と共に、カンボジアへのスタディツアーを

行いました。１名参加（２月） 

（３）「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

にモニタリングを実施しました。１名参加（１１月） 

（４）支援先であるイヤマンのスタッフ、ジェドさんが来日し、報告会、ショップボ

ランティア、交流会などを行いました。（２月） 

（５）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



して運営委員会に提案しました。 

（６）店内には支援プロジェクトを紹介するボードを作成し、支援先の写真を掲示し、

ボランティアやお客様が支援活動への理解を深めるように努めました。 

（７）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。 

（８）WE21 旭・ほどがや合同で震災被災地への援農ツアーを実施しました。９名

参加（１１月） 

（９）パレスチナへの８月のイスラエルの攻撃に対し、JVC パレスチナを支援する

地域 NPO のボランティア、お客さまなどが折った千羽鶴を、平和の祈りをこ

めて現地の女性ボランティア達に送りました。（１２月） 

 （１０）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、いわきスカイストア物品販売も行いました。 

 

 

2 0 1 ４ 年 度 支 援 先 支援金額 

イヤマン（フィリピン）  小学校での環境教育、村のプライマリヘルスケア 500,000円 

ベネテン（フィリピン）  先住民族の先祖伝来の土地を鉱山開発から守る活動  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 

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）  生態系に配慮した農業による生活改善 100,000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 50,000 円 

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

JVC（パレスチナ）  こどもの栄養改善事業支援 187,020円 

東日本大震災復興支援   

 保養ネット・横浜 

 ザ・ピープル 

 

 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 

81,816 円 

181,690 円 

     合計  1,650,526 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 50,980 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 11,000 円 

イヤマン 

 植林活動 

希望が丘小学校有志による苗木支援  15,141 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 

2,000 円 

100,000 円 

東日本大震災復興支援 保養ネット・横浜、ザ・ピープル 53,994 円 

                                        合計 233,115 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）  

31,200 円 

 コーヒー （一社）わかちあい PJ （フィリピン） 49,500 円 

 石鹸 フレンズオブアシ－ラ（パレスチナ） 31,157 円 

 レモングラス  JVC 2,250 円 

 ミニタオル  ザ・ピープル 8,640 円 

 3/11震災復興応援Day用食品 いわき食彩館（福島） 15,833 円 

            合計  138,580 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＞ 2,133,661 円 

 

法人の事業の広報普及を図る事業（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 

201４ 6 月（700 部）総会報告 支援実績地図  

 WE ショップの仕組みの図解 ボランティア・会員募集 

     9 月（500 部） 福島キャンプ in 伊豆報告 

貧困キャンペーン告知 ガザ地区の今 着物フェア告知      

2015 1 月（500 部）チョコレート募金告知 フィリピンコーヒー事 

業現地報告 貧困なくそうキャンペーンの紹介とリメイク作展 

 いわき援農バスツアー報告  

３月（500 部） カンボジア・シーライツ報告  



  ナカノ・エコモノセンター訪問記 東日本大震災復興支援 DAY  

（2）その他の配布チラシ 

 周年セール 4000 枚・サマーセール 4000 枚・着物フェア３000 枚・ 

 年末セール 3５00 枚 

寄付品募集チラシを作成し、ショップ、近隣地域に配布しました。    

（3）ホームページ等 

  ＷＥ21 ジャパン･旭のホームページを作成しましたが、活用が十分にされ 

ませんでした。次年度の課題です 

ブログの活用も十分にはされず、ＩＴ関係の分野に課題が残りました。 

（４）パネルやポスター  

ショップ利用者に WE21 ジャパン･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。 

  東日本復興支援（毎月 11 日）、貧困なくそうキャンペーン（10 月 14～31日）、

クレヨンキャンペーン（11 月 ～12月 22 日）、チョコレートキャンペーン（1

月 6 日～2 月 11 日）等年間を通じて様々なキャンペーン活動、パネル展示を行

い、地域の方に語る機会をもちました。 

 

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. 運営委員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. 貧困なくそうキャンペーンを広く知ってもらうために、区役所の展示スペー

スを借り、パレスチナの現状写真や、リメイク作品を展示しました。 

多くの来場者に、WE ショップ旭を知ってもらう機会となりました。寄付者や、

リメイク講習参加にも繋がりました。 

＜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＞ 主に横浜市旭区及び近隣区在住の市民 

＜支出額＞ 149,123 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 南南交流報告会 講師 樋口正康氏 加藤真希氏 

     日時 5 月 23 日  10：30～12：30  参加者 18 名  

     会場 工房クリエ 

     内容 ＪＶＣカンボジア・アフガニスタンスタッフとフィリピン、イヤマン



スタッフとの交流事業の成果  

（2）第 2 回ＷＥ講座 パレスチナの現状について  講師 金子由佳氏                                      

     日時 6 月 27 日  参加者 24 名 

     会場 工房クリエ 

     内容 ガザ地区での活動の様子と人々の暮らし 

（3）第 3 回 WE 講座 夏休み子供キャンプイン伊豆報告会 講師西岡政子氏                                                                                          

     日時 9 月 1 日 10：30～12：30 参加者 16 名 

     会場 WE ショップ旭 

     内容 福島の子供たちの保養プログラムと放射線の影響 

（4）第 4 回 イヤマン ジェドさん報告会 

    日時 2 月 13 日 参加者 21名  

    会場 工房クリエ   

     内容 イヤマン環境、ヘルスプログラムの活動について 

（5）第 5 回 WE 講座 シーライツ報告およびカンボジアスタディツアー報告会 

           講師 甲斐田真知子氏 報告者 成瀬悦子 

     日時 1 月 17 日 13：30～15：30 参加者 14 名 

     会場 WE ショップ旭 

     内容 子供の権利      

 

2. 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。   

・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をＷＥ21ほどがやと共同で企画実施しました。 

11月 26 日 参加者 48 名（旭 9 名） 

・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） 

 10 月 27 日 参加者 21名 

・ボランティア研修（株式会社ナカノとエコモノセンター見学） 

   3 月 16 日 参加者 28 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およびボランティア 

   ＜支出額＞ 252,942 円 

   

目的達成に必要な事業（組織活動） 

＜内容＞ 

 昨年度総会で決定されました定款の変更を行いました。各分野を見直し、認定ＮＰＯ

法人として、活動をさらに充実させるためのものです。 

 ＷＥ21 ジャパンが支払う税金は軽減され、資金的に活動が充実しましたが、ＷＥ旭



への寄付も税額が控除されることや、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 107,850 円（指定寄付 30,000 円、横浜夢ファン

ド２万円、団体への寄付 57,850 円） 

 夢ファンドを通じての寄付金は、広報活動（ニュース４回発行、貧困なくそうキャン

ペーン広報アピール）のため活用しました。 

  

１. 運営委員会 

  （1）毎月運営委員会を開催し、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 64  目標の 65 名達成できませんでした。 

会員には年 4 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。   

  新たなボランティアへの参加は 

    ボランティア 期首 39 名   期末 40 名 

    ボランティア数 延 1265 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。 

  （2）ＷＥ21 ジャパンと地域ＮＰＯが組織検討プロジェクトを設置し、相互の関係 

性の見直しを行いました。それにより次年度間ますます地域間同士の連携が必要と

なってくると思われます 

1）ＷＥ21 ジャパンほどがやと共同でいわきへの援農ツアーを実施。 

年度初めに年間活動計画に入れることを話し合い、ＷＥ21 旭としては初め

て、バスを使った自主的な被災地への訪問を実施しました。参加者 9 名 

   2）秋よりＷＥ21 ジャパンの横浜南エリア 11 地域ＮＰＯ代表連絡会を立ち上



げ、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。 

今年度は「エリアの共通チラシ」を作成しました。 

3）ＮＰＯ法人「シーズ」、ＷＥ21 ジャパン、認定ＮＰＯ法人取得済みの７つ の

ＷＥ21 ジャパン地域ＮＰＯと協力し、「認定ＮＰＯ法人の税制特例見直しに対

する要望書」を神奈川県選出の与党国会議員に提出、面会を求め、活動の紹介

と認定ＮＰＯ税制継続への要望を伝えました。          

4）イスラム過激派の台頭と人質事件の政府の対応から、「今後私たちの進むべき

道は・・」と題して、８地域共同で緊急学集会を開催しました。 

  講師：ジムネット 事務局長 佐藤真希氏 

 

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。 

（3）南希望が丘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。 

    希望が丘小学校の授業の中で、イヤマンの活動地の小学校との絵による交流がき

っかけとなり生徒による苗木の寄付に繋がりました。 

（4）横浜エリア連絡協議会（横浜南・きた生活クラブ、生き生き福祉会、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。 

   ＜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＞ 318,976 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


