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～～～～子ども子ども子ども子どもたちに「学び」の機会をたちに「学び」の機会をたちに「学び」の機会をたちに「学び」の機会を～～～～    

10 月 17 日は国連が定めた｢世界貧困撲滅デー｣です。 

WE21 ジャパン・ほどがやでは 10／1～17 を｢貧困キャ

ンペーン｣とし、両ショップにおいてクイズや写真を通して

児童労働への理解をアピールしました。 

危険な仕事や有害な仕事。貧しさゆえ、学校にも行け

ずに働かなければならない子どもたちは世界中に約 1 億

6800 万人。2008 年推計の 2 億 1500 万人からなんと 4700

万人も減少しましたが、この数字は、世界の子どものおよ

そ「9 人に 1 人」が児童労働をしていることをあらわしま

す。 

私たち WE21 ジャパン・ほどがやでは、世界の子どもを

児童労働から守る NGO「ACE（エース）」に支援を続けて 7

年になります。 

 

インド綿花農園で働く少女 

 今年は｢ピース・インドプロジェクト｣（インドのコットン生

産地で児童労働をなくし教育を支援する活動）について、

担当の成田由香子さんを招いて報告会を開催しました。 

 綿花栽培では、受粉作業や綿摘みに多くの子どもたち

が労働力としてつかわれています。綿の木の丈が子ども

くらいであること、それに何より、低賃金だからです。 

 

家庭においても「貧しいから学校へ行けなくてもいい」

「女子に教育なんて必要ない」そんな社会風潮もまた、問

題解決を難しくしています。 

 

貧困から抜け出すためには、教育はとても重要です。 

18 歳になるまで学校に行ったことがなく、友達が一人も

いなかったというデヴァマさん。成田さんがご両親との話

し合いを重ねた結果、今年の 4 月から職業センターに通

い、初めて教育を受けられるようになり、｢友達ができてと

ても嬉しい｣と語ってくれたそうです。 

 

 

母親たちがカンパを集め、買い揃えたおそろいの 

ネクタイで小学校へ通う子どもたち 

ACE の｢ピース・インドプロジェクト｣の実施によって、多

くの子どもたちの人生が、良い方向に変わってきていると

いうニュースは、支援を続けている上で、とても嬉しいニ

ュースでした。 

 

日々、WE ショップでお買い物をしてくださる皆様のご協

力に感謝します。 

店頭募金   8,666 円 

10/17 売上 2 店舗分 72,620 円 

合計 81,286 円を ACE のピース・インドプロジェクト

へ寄付しました。 

Ｑ：世界のコットンの栽培面積が 1 位で生産量が 

2 位の国はどこ？     

    1､中国  2､インド 3､アメリカ 

Ａ： 2､インド
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9／14 開催の平和シンポジウムから始まった 15 周年

記念イベント。第2弾は、15年間パートナー団体として共

に活動を続けている、フィリピンベンゲット州 NGO シュン

トック財団職員のアイダ・バヤンカンさんと、住民組織「ウ

バパス」ヘルスワーカーのマルタ・バタラスさんをお招き

し、10／3～13 平和を考えるスピーキングツアーでした。 

WE ショップ天王町店へは、7 日、足柄農の会、WE21

ジャパンおだわらでの交流、小田原城見学後、夕方来訪

されました。その夜は、和食料理を囲んで、楽しい交流 

 

和食料理を囲んで、楽しい交流会。活動報告を聞き、

通訳を交えながら、これからの平和を考え、語り合うこと

ができ、忙しくも実り多いイベントになりました。 

    

    

    

    ◇◇◇◇WE21WE21WE21WE21 ジャパンジャパンジャパンジャパン    15151515 周年周年周年周年イベントイベントイベントイベント    第３弾第３弾第３弾第３弾    

社会貢献型リユースショップ全国フォーラム 
 ～ リユース & チャリティの可能性 ～ 

入場無料 （事前申込制） 

開催日時：2013 年 12 月 1 日(日) 、2 日(月) １０時～ 

会 場：ＪＩＣＡ横浜 かもめ／セミナールーム５・８・９ 

国内の社会貢献型リユースショップが一堂に会し開催

する初めての全国フォーラムです。 

会場でお待ちしています。ぜひお越しください。 

ご参加希望の方は、事前にご連絡ください。 

詳しくは、ショップにあるチラシをご覧ください。 

    

ご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございました    

東日本大震災復興支援 

「FoE Japan」の「ぽかぽか 

プロジェクト」へ 

50,122 円送金しました。 

 

 

 

（4 月～9 月の店頭募金 22,254 円 ＋ 

毎月 11 日の売上の 20％合計 27,868 円） 

 

現在ショップにて、「FoE 寄付付きオリジナル手ぬぐい」を 

1 枚 800 円で販売中です。 ご協力お願いします。 

        ◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆    イベント・セールイベント・セールイベント・セールイベント・セール    ◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆ 

★冬季休業のご案内 星川店 12 月 21～1 月 5 日  天王町店 12 月 22～1 月 5 日 お気を付けください！ 

  

※裂き織り講習会は毎月第 2 水曜日 → 第 2 木曜日 （会場：天王町店）に変更になりました。 

※12 月は、全ての講習会をお休みします。 1 月からの参加をお待ちしています。 

特定非営利活動法人 WE２１ジャパン･ほどがや       
WE ショップ星川店 Tel/Fax：045－334－5140  10:30～17:30  休業日： 土曜・日曜・祝日 

     WE ショップ天王町店 Tel/Fax：045－333－6336  10:30～17:30  休業日： 水曜・日曜・祝日    

○○○○12 月 2～7 日   天王町店 「フェアトレードフェア」 

○○○○12 月 9～13 日  星川店 「クリスマス感謝セール」 

○○○○1 月 6 日     星川店・天王町店 「初荷セール」 

○○○○2 月 26 日                CYR（特定非営利活動法人 幼い難民を考える会）ワークショップ 

『布チョッキン』 13 時 30 分から  会場は後日お知らせします    

    ～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～    

●●●●裂 き 織 り 講 習 会    ：：：：    毎月第２木曜日 １３：００～１５：００ 費用 300～500 円       

●●●●布 ぞ う り 講 習 会    ：：：：    毎月第３水曜日 １３：００～１５：３０      500 円 

●●●●リメイク小物づくり講習会     ：：：：    毎月第４水曜日 １３：００～１５：３０      300 円前後 

左から 4番目がアイダさん、その隣がマルタさん 

お問い合わせは 

ＷＥショップへ    

 

 

会。活動報告を聞き、通訳を交えながら、これからの

平和を考え、語り合うことができ、忙しくも実り多いイベ

ントになりました。 

※YouTube「おれんじチャンネル」で全体の様子が見られます 
http://www.we21japan.org/we21/2013/11/post-44.html 

◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆    ショップからお知らせショップからお知らせショップからお知らせショップからお知らせ    ◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆ 
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