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 平成 28 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。 

     2016 年度  2015 年度  2014 年度 

 売上 

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

 実績  （円）  5,978,479  5,844,850  5,790,742 

 目標達成率  99.6%  98.1%  99.0% 

 前年比         102.3%  101.0%  108.0% 

 営業日数 
 実績  （日）            283  287  287 

 前年比  98.6%  100.0%  101.1% 

 顧客数 
 実績  （人）  8,725  8,216  7,703 

 前年比  106.2%  106.7%  105.5% 

 寄付者数 

 実績  （件）  2,500  2,499  2,283 

 内新規 （件）    (156)  (194)  (178) 

 前年比  100.0%  109.5%  103.1% 

 ファイバー 
 実績  （袋）  300  308  270 

 前年比  97.4%  114.1%  95.7% 

 ボランティア 
 延べ人数（人） 

 1,191 

 （リメイク 54 含む） 

 1,028 

（リメイク 48 含む） 

 953 

 (リメイク 22 含む) 

 前年比  115.9%  107.9%  120.8% 

  

 (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 

 4/21(木)～ 

  4/23(土) 

 バッグフェア  4/15～店頭チラシ 30 枚 

 店内ポスター掲示 

 4/20～店外ポスター掲示 

 3 日  114,220 円 

 (3 日間の総額) 

  

 設定なし 

  

 5/12(木)～ 

  5/12(土) 

 グラス・ガラス食器 

 半額セール  

 5/6～店頭チラシ 88枚 

  

 3 日  92,190 円 

 (3 日間の総額) 

  

 設定なし 

 7/7(木)～ 

   7/9(土) 

 サマーセール    チラシ総枚数 3,800枚 

 7/1～地域まき(協力者 13人)、 

 店内外ポスター、HP 

  

 3 日  179,879 円  21 万円 
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 12/8(木)～ 

  12/10(土)  

 年内最終半額 

 セール 

 チラシ総枚数 3,238 枚 

 12/3～地域まき(協力者 11人)、 

 店内外ポスター、HP  

 3 日  230,350 円 

  

 20 万円 

 1/6(金)、 

 1/7(土) 

 初売りセール  店外ポスター、HP 

     

 2 日  114,040 円  12 万円 

 2/23(木)～ 

  2/25(土) 

 着物フェア  チラシ枚数 452枚 

 店頭、着物教室訪問、 

 2/21二子玉川周辺 200枚 

 タウンニュース(2/17掲載)、 

 1/16～HP、2/22～ジモティ掲載 

 3 日 

  

 284,000 円  30 万円 

 3/16(木)～ 

  3/18(土) 

 開店記念半額 

 セール 

 チラシ総枚数 2,880枚 

 3/13～地域まき（協力者 11人）、 

 店内、店外貼り出し、HP  

 3 日  167,380 円 

  

 20 万円 

  

  

 ②二子玉川エリアに寄付募集チラシをまく（10 月、2 月）などして寄付品集めに努めました。  

 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年末のボランティアの転居で、1 月～3 月に店頭ポスター、店頭チラシなどで急きょボランティ

アを呼びかけましたが新規拡大はできませんでした。 

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

 1 回目 6/28(火) 6/30(木) 11:00～12:15 高津子ども文化センター 

 参加者：13 人（ボランティア 10 人、スタッフ 3 人）  

 2 回目 2/16(木) 10:40～12:40  溝口ガーデンアクアスパーティールーム 

 参加者：13 人（ボランティア 10 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。 

 ⑤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、課題に対する対策を考え、

より早い解決に努めました。 

  初の試みとして、2 月にたかつ店のショップスタッフ 3 人によるショップスタッフ研修を行いま

した。ショップスタッフミーティングでは話切れない事やそれぞれのやり方などを共有し、有効

な研修となりました。 

 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。  

   2016年度リメイク品売上金額  105,310円  前年比 166.6%  登録メンバー人数 10人 

     販売品   兜等の吊るし雛・布草履・金魚のブローチ、ストラップ・どんぐりストラップ 

         通園バッグ・雑巾・シュシュ・クリスマス、正月用品・雛人形・ポーチ・コップ

入れ・エプロン・スカート・エコバッグ・ワイドパンツ・帯飾り・ブローチ等 

⑧4 月より「ジモティ」の活用を始め、ショップに足を運ぶきっかけになりました。 

⑨今年度はエアコンの故障で、大家によるエアコン交換（7 月）と、トイレリフォーム（和式 

 から洋式 3 月）により、ショップの店内環境が快適になりました。 
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⑩エアコン交換と蛍光灯のＬＥＤ化が進んだことにより、電気使用量と電気代金が減少しました。  

  使用量  約 49％減 /7～3 月     代金  約 3 万円減 /7～3 月 

 

 

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。 

   売上向上に努め、ニュース等で寄付金を募りました。 

   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』                53,405 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日本 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)WE21 ジャパン・たかつ独自の支援先は 5/22 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一日基礎講座」 講師料の一部として 3 万円 

  を寄付しました。 

 

 (3)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。 

    160 個 8 万円 

  

 (4)緊急支援の意義を確認し、状況に応じて緊急支援活動を行いました。 

    熊本地震義援金  26,218 円 

  

 (5)地域 NPO 共催の支援先報告集会等を開催し、WE21 ジャパンの運動の広がりと支援地域への

理解を深めました。 

   6/5 フィリピン「貧しい母子のためのクリニック報告会」 WE21 ジャパン青葉と共催 

  

 (6)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。 

   

 (7)東日本大震災支援活動として 3/11(土)売上全額 33,815 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。 

   

 (8)フェアトレード品の販売を行いました。 

   ジンジャーティ 45 個、  オリーブ石けん 59 個 
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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。 

    5/22 多文化活動連絡協議会報告会  18 人  

    6/5   NEKKO 「貧しい母子のためのクリニック報告会」  8 人  

    10/7 ブルキナファソを知ろう 12 人 

 

  (2)「貧困なくそうキャンペーン 2016」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のメンバーがブルキナファ 

  ソ特産のシアバターのアピールを行いました。 

 

 (3)支援先との顔の見える企画や学習会に積極的に参加し、支援先について学習・交流を図るとと 

   もに、得た情報を市民に伝えました。 

    ニュース No.32 フードバンクかわさき報告会  

     ニュース No.33 NEKKO「フィリピン貧しい母子のためのクリニック」 

     ニュース No.34 貧困なくそうキャンペーン報告 

  

 (4)WE 講座を開催し、共育の場としました。 

   5/22 WE 講座「多文化活動連絡協議会報告会」 

    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一日基礎研修」 18 人 

     6/5 WE 講座「フィリピン 貧しい母子のためのクリニック報告会」 8 人 

   10/7 WE 講座「ブルキナファソを知ろう」 12 人 

  

  (5)8 月から WE ショップで「支援先紹介チラシ」を配布しながら支援先への理解を深める活動

を開始しました。  

     8/23〜8/27 フードバンクかわさき   

     9/20〜10/15 ブルキナファソ「乳幼児と妊産婦対象の栄養改善事業」 

     10/24〜10/29 フィリピン「貧しい母子のためのクリニック」 

     11/21〜11/26 フィリピン「WISH HOUSE 希望の家」 

     12/19〜12/24 イラク JIM-NET チョコ募金 

      1/24〜1/31 日本 多文化活動連絡協議会 

     2/20〜2/25  日本 オーガニックコットンプロジェクト 

     2/27〜3/11  日本 東日本大震災支援 

 

 

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」を年 3回発行し、WE21 ジャパン・たかつの活動を 

 地域に伝えました。 

  No.32   600 枚  No.33   500 枚  No.34 400 枚 

 〈新規〉CC かわさき交流コーナー、高津地域老人交流センター 
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 〈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、橘出張所、市民活動センター、 

          橘コミュニティーセンター、福祉パル、メサ・グランデ、高津図書館   

   

  (2)地域のイベント等に参加し、WE21 ジャパン・たかつの活動を伝え、活動への賛同者を増や 

 しました。 

 4/29 ピースパレード in 高津 

 9/24 おひさまフェス×星空上映会 

 10/8  FEC＋W  KAWASAKI まつり 

 12/5 スポーツ縁日（6/5 ふくしまつりは雨天中止） 

  

 (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。6/1〜6/28 

    また 6/28 エコクロスマッチングに参加し活動アピールを行いました。 

  

   (6)神奈川県、川崎市、ボランテイ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・たかつニュースの他、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。 

  

   (8)生活クラブ生協 高津コモンズ・たかつデポー運営委員会、家事・介護ワーカーズほほえみ 

   理事会でリーフレットやニュースを配布し、活動をアピールしました。その他生活クラブ生 

   協運動グループや他団体でも活動をアピールしました。 

  

  （9）神奈川新聞 7/9 号 「市民発」に記事が掲載され、活動をアピールすることができました。 

  

   (10)8/1 かわさき FM エコロジーカフェ「エコでハピネス」に出演し、活動をアピールすること 

   ができました。 

  

   (11)（株）ファンケルの CSR 担当者と面談し、社員向けの掲示板に活動のアピールやボランテ 

    ィア募集を掲載してもらうことができました。 

  

   (12)6/20 川崎市 NPO 相談会でパネル掲示とニュース配布を行い、活動をアピールしました。 

   

   (13)12/21 、12/22 川崎市主催「NPO を応援しよう！駅前キャンペーン」 で三つ折りリーフ 

    とニュース配布を行い、活動をアピールしました。 
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   (14)ニュース印刷を外部に発注しました。カラー印刷で読みやすく、配布しやすくなりました。 

 

 5.組織活動 

  (1) 会員目標数 55 人を達成できませんでした。 

    期首会員数 50 人  新規 4 人    退会 1 人   期末会員数 53 人 

  

    (2)ローカル事務局を置くことができないため、理事・ショップスタッフが役割分担しなが 

      ら運営を行いました。 

  

  (3)WE21 ジャパン・たかつの活動の意義目的を再確認する時間を設けることはできませんでし 

    たが、理事会の討議を丁寧に行うよう心がけました。 

  

    (4)寄付者・寄付金を増やします。 

    寄付者を増やすため、2015年度新規寄付者にお礼のハガキを郵送しました。（9 月） 

    ニュースやポスター・チラシで寄付金を呼びかけました。  

       寄付金目標 10 万円 実績 62,000 円 

  

  (5)リメイクチームの充実に努めました。 

   メンバーの増員に努めました。主体的に関わるメンバーが増え、活動が充実してきました。 

   リメイク品の種類も増え、売上も好調です。 

  

  (6) 自然エネルギー供給を中心とする電力会社へのシフトについては、検討しましたが、変更 

     には至りませんでした。引き続き検討していきます。 

  

  (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 

    ・ピースパレード in 高津への参加 

     ・おひさまフェス×星空上映会への参加 

    ・CC かわさき交流コーナーへのパネル展示 

  

   (8)WE21 ジャパン・グループ会議や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。 

    6/24 リーダー研修 

    9/14 ジンジャーティミーティング 

    8/25、9/5 認定 NPO ミーティング 

    9/14 「認定 NPO としての制度活用」 

    1/ 31   ジンジャーティミーティング 
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 (10)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。3/12 フェスタ当日は 

ボランティアとして 3 人参加しました。 

 

   (11)神奈川県 NPO 協働推進課主催の学習会に参加しました。 

    6/27 ゆるネット学習会「企業の CSR の考え方を学ぶ」2 名参加 

   9/15 ゆるネット学習会「企業の賛同を得る秘訣」 

   3/9  ゆるネット学習会「実践事例から学ぶ寄付や会員を増やす秘訣」 

 

 (12)11/30 川崎市主催の NPO×企業 社会貢献フォーラムに参加しました。 

 

   (13)社団法人日本フィランソロピー協会の紹介で（株）日本ロレアルのボランティアを受け入れ 

   ました。 6/20 、6/23、6/27 各 2 人 

  

  (14)7 月からフードバンクかわさきへの食品寄付の受け付け(フードドライブ)を始めました。 

      毎月１回のペースで食品を寄付し、約 200 世帯に届けられています。 

  

   (15)会計ソフトを導入し、会計作業の軽減を図ることができました。 

 

 

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活動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。 

  

   (3)NPO 法人 SELF 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。 

  

   (4)非戦ネットに参加し、活動しました。      

    「戦争法の廃止を求める統一署名」 104 筆 

  

    (5)4/29 「ピースパレード in高津」に参加し、平和な社会実現を目指す団体や市民とともにア 

    ピールを行いました。 

  

   (6)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、連携して活動しました。 

 

  (7)「貧困と人権」研究会に参加し、活動しました。 

  


