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平成 27 年度 事業報告書 特定非営利活動法人 WE21 ジャパン・たかつ 

１．資源のリユース・リサイクルを推進する事業  

(1)よりおおぜいの市民参加で、リユース・リサイクル推進事業を行います。 

  ①リユース・リサイクル量を増大し、地域の環境保全を図りました。 

  ②来店者・寄付者・ボランティア等、様々な形でより多くの市民が参加できるよう、 

   参加の機会を増やしました。 

  2015 年度 2014 年度 2013 年度 

売上 

目標  （円） 5,960,000  5,850,000  6,000,000 

実績  （円） 5,844,850 5,790,742 5,360,070 

目標達成率  98.1%  99.0%  89.3% 

前年比 101.0% 108.0% 93.3% 

営業日数 
実績  （日） 287 287 283 

前年比 100.0% 101.1% 98.6% 

顧客数 
実績  （人） 8,216 7,703 7,303 

前年比 106.7% 105.5% 87.4% 

寄付者数 

実績  （件） 2,499 2,283 2,214 

内新規 （件） (194) (178) (142) 

前年比 109.5% 103.1% 94.6% 

ファイバー 
実績  （袋） 308 270 282 

前年比 114.1% 95.7% 97.6% 

ボランティア 
延べ人数（人） 

1,001 

（リメイク 21 含む） 

953 

(リメイク 22 含む) 

789 

前年比 105.0% 120.8% 108.2% 

 

(2)買い物袋持参の呼びかけや店内・バックヤードの節電に努め、CO2削減に努めました. 

 

(3)ショップ運営 

 ①売上目標を達成するために、下記のセール・フェアを実施しました。 

  日 程 セール・フェ

ア 

   広  報 期間 売上実績 売上目標 

 7/9〜7/11 サマーセール 

(全品半額) 

チラシ総数 3,300 枚 

地域まき(協力者 12人)、店内 

3 日 172,735 円 

 

24万円 

12/10 

〜12/12 

年内最終セール 

(全品半額)  

チラシ総数 4,700 枚 

地域まき(協力者 11人)、店内 

生活クラブ高津コモンズ、 

3 日 199,840 円 

 

27万円 
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スポーツ縁日、 

店内外ポスター・HP 

1/5、1/6  初売りセール 

(全品半額)    

ポスター掲示・HP  2 日 110,520 円 16万円 

2/25〜2/27  着物フェア  チラシ総数 3,670 枚 

地域まき(協力者 11人)、店内 

店内外ポスター、HP  

タウンニュース(2/19掲載) 

3 日 294,475 円 

 

30万円 

3/26〜3/28  開店記念セール

(全品半額)   

チラシ総数 3,950 枚 

地域まき(協力者 11人)、店内 

生活クラブ高津コモンズ 

店内外ポスター・HP       

3 日 196,955 円 27万円 

 

②新地域に寄付品募集チラシをまくなどして寄付品集めに努めました。  

実施：8 月～9 月 総数 3,200 枚（理事会 2,800 枚、スタッフ 400 枚） 

また、他ショップや WE21 ジャパンとの連携で寄付品を調達し売り上げに繋げました。 

③ボランティア体験デーの実施 

ボランティア拡大月間として 8～10 月に店頭ポスター、店頭チラシで呼びかけました。その期

間には拡大できませんでしたが、今年(1～2 月)に入り 3 人増えました。 

また、新人ショップスタッフが WE21 ジャパン主催の基礎講座に参加し、活動の共感を高める

ことが出来ました。 

④ボランティアとの意思疎通をより深く図るために、年 2 回ボランティアミーティングを開催しま

した。 

1 回目 4/13(月) 10:30～12:00 高津子ども文化センター 

参加者：9 人（ボランティア 7 人、スタッフ 2 人）  

2 回目 2/18(木) 10:30～12:30  溝口ガーデンアクアスパーティールーム 

参加者：16 人（ボランティア 13 人 スタッフ 3 人） 

2 回目ではミーティング終了後、その場所にて親睦会を行いました。 

⑤6 月よりショップスタッフが 1 人増えました。 

スタッフミーティングを毎月実施し、ショップ運営の点検・評価や、課題の対策を考え、より早

い解決に努めました。 

⑥ショップを地域の拠点として有効活用しました。  

・リメイクチーム活動 ・パンフレット・ポスター設置による地域情報発信 

・こども 110 番への協力 

⑦寄付品を有効活用し、リメイク品の販売を促進しました。 

2015 年度リメイク品売上金額  63,210 円  前年比 155.0％ 
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リメイクチーム活動報告 

月日 作成した物 場所 参加者人数 内    容 

4/2 リバーシブルスカーフ ショップ 3 人 作り方のコピー・話合い 

5/7 布を使ってネックレス ショップ 7 人 着物生地をリメイク 

布ネックレスを作成 

6/4 アニマルピンチ ショップ 6 人 ジャージ布を使って作成 

7/2 布でチューリップ ショップ 6 人 布でチューリップの蕾、葉を付け

る 

9/3 布でくた猫 ショップ 3 人 フェスタで見た猫を飾りとして作

成 

10/1 かぼちゃ ショップ 6 人 布でかぼちゃを作成  

11/5 クリスマスリース ショップ 3 人 キルトのように四角い布を繋げる 

12/3 毛糸でブーツ 

（オーナメント） 

ショップ 5 人 毛糸で編むブーツ、オーナメン

ト作成 
 

1/7 ウサギと顔なし雛人形 ショップ 5 人 和布を使い女雛と男雛を作成 

2/4 布草履 パル研修Ａ 11 人 講師を招き講座として行う 

3/3 布草履 パル研修Ｂ 4 人 Ｔシャツを利用して作成 

リメイクチームメンバー数  12 人（内新規 2 人） 

⑧2 月よりショップスタッフもブログを活用し、ショップの情報をより早く発信できるようになり

ました。 

 

 

２．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（民際支援事業） 

 

(1)継続して支援が行えるよう、支援金の確保に努めました。 

  今年度は以下に支援することができました。 

 ①ブルキナファソ NPO 法人「ハンガー・フリー・ワールド」 

   『乳幼児と妊産婦対象の栄養改善事業』         45,310 円 

 ②フィリピン NPO 法人「NEKKO」 

   『フィリピンの貧しい人のためのクリニック』      30,000 円 

   『WISH HOUSE 希望に満ちる家』           30,000 円 

 ③一般社団法人ファースト・ステップ                  

  『困窮者の食と心を支えるフードバンク 』（フードバンクかわさき）30,000 円 

 

 (2)東日本大震災支援 
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  3/11(金)売上全額 37,610 円を NPO 法人ザ・ピープル「ふくしまオーガニックコットンプロジ 

ェクト」に寄付しました。 

 

(3)WE21 ジャパン・たかつ独自の支援先は 多文化活動連絡協議会「外国につながりを持つ中学世 

代の日本語・教科学習支援者のための基礎講座」講師料一部として 30,000 円を寄付しました。 

 

(4)NPO 法人 JIM-NET（日本イラク医療支援ネットワーク）のチョコ募金に取り組みました。 

募金はイラク・福島の子どもたちとシリアの内戦に苦しむ妊婦さんの支援活動に使われます。              

120 個    60,000 円 

 

(5)緊急支援活動は行いませんでした。 

    

(6)地域 NPO 共催の「シェア＝国際保健市民の会」支援先報告集会には参加できませんでした。 

 

(7)スタディツアーへ参加者を送ることができませんでした。 

   

(8)フェアトレード品の販売を行いました。 

 販売実績 ジンジャーティ 39 個、  オリーブ石けん 81 個 

   

 

３.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） 

(1)情報の受発信と参加の場を増やすことで、アジアの人々との共生・民際支援に興味・関心を持 

つ市民を増やし、平和な社会の構築に努めました。 

   5/24  WE 講座「シェア＝国際保健協力市民の会報告会」 参加者 14 人  

   7/31  WE 講座「ザ・ピープル報告会」 参加者 8 人（内 都筑 1 人）  

   3/29  5 地域共催 

      WE 講座「ごはんを食べられない子どもたち〜フードバンクかわさきの活動を聞く〜」  

   参加者 11 人（内 中原 1 人） 

 

(2)「貧困なくそうキャンペーン 2015」を開催しました。10/1〜10/17 のキャンペーン期間には、

支援先についての説明ポスターを掲示し、来店者にはキャンペーンチラシを配布しました。ま

た、当日はブルキナファソを応援する会・在日ブルキナファソ人の会のメンバーと共に活動す

ることができました。   

     10/9 事前学習会「ブルキナファソを知ろう」 参加者 9 人 

       講師 ハンガー・フリー・ワールド 田村るみさん 

          ブルキナファソを応援する会 永田眞一さん 
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          在日ブルキナファソ人の会 サワドゴ サイドュさん 

(3) 地域 NPO 主催の学習会や報告会に参加しました。 

  12/19 「ふくしまの生きる権利」     1/21 「JIM-NET の集い」 

 

 

４.この法人の事業の広報普及を図る事業 

 (1)「WE21 ジャパン・たかつニュース」を 5 月（No.29  579 枚）、9 月(No.30 400 枚）、1 月 

（No.31  400 枚）に発行し、会員や設置施設にタイムリーな情報を届けることを心がけました。 

また、かわさき生活クラブ生協 高津コモンズ運営委員会、高津デポー運営委員会、高津・

宮前コミュニティオプティマム福祉マネジメントユニット会議、かわさき地域連携協議会、 

福祉クラブ生協ふくしまつりでも活動を紹介し、ニュースを配布しました。 

   〈継続設置施設〉  

     大山街道ふるさと館、すくらむ 21、 高津子ども文化センター、たかつデポー 

     NPO 法人 SELF、高津市民館、橘出張所、かわさき市民活動センター、 

     橘コミュニティーセンター 、福祉パル、にこぷら新地 

   〈新規設置場所〉 メサ・グランデ、高津図書館 

       

 (2)地域のイベントに参加し、WE21 ジャパン・たかつの活動を伝えました。 

6/7   ふくしまつり 

8/1  FEC  KAWASAKI まつり 

9/26 おひさまフェス×星空上映会 

     12/5  ファミリースポーツ縁日 

      3/6  大山街道フェスタ 

 

(3)広報担当者を置き、ホームページに最新情報を掲載しました。市民に情報公開するとともに有 

効活用することができました。 

 

 (4)三つ折りリーフや活動紹介パネルを作成し、活動紹介に役立てることができました。 

 

 (5)CC かわさき交流コーナーに活動紹介パネルを展示し、活動をアピールしました。(6/2〜6/28) 

 

  (6)神奈川県、川崎市、ボランティア活動振興センター、かわさき市民活動センター、 

  川崎市地球温暖化防止活動推進センターのホームページで活動をアピールしました。 

 

 (7)リーフレット用のラックに WE21 ジャパン・ニュースの他、運動グループのチラシ等も置き、

活動をアピールしました。 
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 (8)活動紹介のパワーポイントを作成し、FEC  KAWASAKI まつりで活用しました。 

  

 

５．組織活動 

(1)会員目標数 50 人を達成しました。 

   期首会員数 48 人、新規会員 5 人、退会  3 人   

 

  (2)ローカル事務局を置くことができず、理事・ショップスタッフが役割分担をしながら運営を行 

いました。 

 

(3)ショップスタッフの世代交代とショップ運営活性化のため、6 月からショップスタッフ 1人を 

増員しました。 

   

(4)理事１人の増員ができました。理事会の討議を丁寧に行うよう心がけました。 

 

  (5)寄付者を増やすため、2014 年度新規寄付者にお礼のハガキを郵送し（8 月）、寄付品が増えま 

  した。 また、ニュースや会員への手紙で寄付金を呼びかけました。 

   寄付金目標 10 万円 実績 45,000 円 

 

(6)リメイクチームの増員や活動の充実に努め、主体的に関わるメンバーが増えました。 

 

  (7)環境・平和に関心を持つ市民の共感を得る活動を行いました。 

  ・ダンボールコンポストの販売 

  ・廃食油回収 

  ・リサイクル石けんの販売 

  ・15 周年企画で「ピースカフェ」を開催 

 

 (8)WE21 ジャパン・グループ会議、ショップスタッフが自主的に開催する「With」に出席し、他 

の地域 NPO や他ショップと情報・課題を共有し、地域の活動に活か しました。 

 

 (9)WE21 ジャパンや地域 NPO 主催の学習会に参加しました。 

   4/23 認定 NPO 有志による決算学習会 ３名参加 

   5/23 脱原発が日本経済を救う 

   6/19 基礎研修 ２名参加 

   8/20 MDGs ら SDGs へ 
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 1/19 リーダー研修 

 (10)川崎市主催の学習会に参加しました。 

   8/19 マイナンバー制度説明会 

 

  (11)川崎市市民活動推進課の NPO アピール活動に 3 人参加しました。（1/30） 

 

 (12)神奈川県協働推進課主催の学習会に参加しました。 

    12/14  人を動かす話し方 

 

 (13)11/29  15 周年記念企画を開催し、平和について考えました。また、会員やボランティア、地 

域の方と交流することができました。 

       第１部「ピースカフェ」 参加者 23 人       第２部「交流会」 参加者 24 人 

 

 (14)会計作業軽減のため、会計ソフトを購入しました。2016 年度から活用していきます。 

    

６．他団体との連携 

 WE21 ジャパン・たかつの活動と賛同者が広がるよう、他団体との連携を図りました。 

 (1)「高津・宮前コミュニティオプティマム福祉マネジメントユニット会議」に参加し、他団体の 

活動や地域課題について共有することができました。 

 

 (2)「生活クラブ運動グループ地域連携協議会かわさき」に参加し、各団体の活動共有や今後の連 

携についての話し合いを進めました。8/1 高津センターで「FEC  KAWASAKI まつり」に参 

加し、活動のアピールやリメイク品の販売を行いました。 

 

  (3)6/7 福祉クラブ生協主催のふくしまつりに参加し、当日 3 人参加しました。 

 

 (4)NPO 法人 SELF、NPO 法人 DT08 にニュースを置いてもらい、高津区内での連携を模索しま 

した。 

 

 (5)非戦ネットに参加し、安保法案反対活動や国際共同声明への賛同、「戦争法の廃案を求める統一 

署名」等を行いました。 

 

  (6)9/26 おひさまフェス×星空上映会 in かわさき実行委員会に参加し、当日 3 人参加しました。 

 

 (7)WE21 ジャパン主催の WE フェスタ春実行委員会に参加しました。また、3/4～3/6 当日ボラン 

ティアとして 3 人参加しました。 


