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◆いつまでも住み続けたいまち、保土ヶ谷らしさのあるまちづくりへ
～環境や人々の安全を配慮した生活スタイルを地域からめざします～
＜‘もったいない’の思いを集め、
地球環境の保全をめざします＞
WE ショップ星川店・天王町店は、地域の多様な活
動の場、拠点としてショップを運営しています。
地域の皆様からの寄付品を有効活用し、地球環境の
保全を目指していきます。
古着（着物）を再利用したリメイクコーナーを更に
充実させ、
魅力満載の作品がいつも展示されるように
努めます。

＜国内外の支援先の人々と交流し、
平和への関心を高めひろめていきます＞
10 月 17 日の「世界貧困撲滅キャンペーン」に参加
し、世界の貧困や児童労働の現状等を展示し、広報し
ていきます。また、東日本大震災への支援は今年度も
継続し、毎月 11 日の売上の 20％を寄付します。
＜WE ほどがやの活動を伝え、
ひろめるための広報をしていきます＞
WE ほどがやのホームページ、またはブログを開設
し、スムーズな情報の受発信をします。
また公開講座を開催し、地球市民や団体・グループ
の人々と共に学び、交流を深めます。

◆フィリピン共和国『国民ボランティア賞』を受賞
フィリピン共和国『国民ボランティア賞』を受賞
IYAMAN , Inc. 代表 クリスティーヌ・アーバンさん
この賞はフィリピン共和国内で 3 名しか選ばれず、 姿勢に敬意を表したいと思
長年のボランティア活動に対して評価されたもので、 います。
大変名誉あるものです。そして、少数民族出身の方が
選ばれるのは大変稀なことです。
私たちの支援先である IYAMAN の代表クリスティー
ヌさんは、北ルソ
ンの山岳地域に住
む人々の豊かな生
活環境を守ってゆ
くために日々奔走
私たちも参加している「レインボーキャンペーン」
しています。
12 色のクレヨンを子どもたちに贈ります
彼女 が選ばれた
5 月 24 日(木) 来日したクリスティーヌさんを囲
ことを心から喜び、
表彰式でトロフィーを手にする
んで交流会を開催し、喜びを分かち合いました。
彼女の真摯な活動
クリスティーヌさん
（左から 2 番目）

◆ 2011 年度

助成・寄付・募金報告

WE21 ジャパン・ほどがや の支援金総額は 1,077,726 円になりました。
WE21 ジャパングループでは、世界 26 カ国 60NGO88 プロジェクトに支援し、支援金総額 25,508,198 円となりました。
東日本大震災への支援金総額 12,899,724 円を合わせた国内外支援総額は 38,407,922 円となりました。

≪NGO・NPO への助成金≫
620,000 円
IYAMAN(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ) 「環境教育啓発プロジェクト」 ...................................................... 10 万円
｢山岳民族のためのﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾍﾙｽｹｱ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｣ ................................. 10 万円
「専門家による環境ﾈｯﾄﾜｰｸｸﾞﾙｰﾌﾟ」 ..................................................2 万円
WE21 ｼﾞｬﾊﾟﾝ(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ) ﾍﾞﾝｹﾞｯﾄ州の先住民族の環境とｺﾐｭﾆﾃｨをｻﾎﾟｰﾄする市民の経験交流活動
.................................................. 20 万円
バコンアイワナン（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ） 鉱山開発問題に取り組む住民組織の活動支援 ................. 2 万円
シェア＝国際保健協力市民の会（タイ） ﾀｲｰﾗｵｽ国境地域における HIV 予防啓発及びｹｱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
.................................................. 13 万円
DRCSC（インド） 有機栽培の産物及び手作り品の小規模販売ユニットの設立 ........... 5 万円
≪寄付≫
95,262 円
ACE
貧困なくそうキャンペーン・しあわせのチョコレート販売 ........................ 81,962 円
IYAMAN
レインボーキャンペーン(クレヨン 266 個分) ....................................... 13,300 円
≪東日本大震災復興支援≫
362,464 円
WE21 ジャパンを通じ 3 つの団体の復興プロジェクトへ寄付
｢東日本大震災 支援活動まとめて募金｣ (特活)国際協力 NGO ｾﾝﾀｰ(JANIC)
｢東北広域震災 NGO センター｣
認定 NPO 法人国際ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ山形(IVY)
｢いわき市小名浜における 3･11 大震災からの自立復興プロジェクト」
いわき市で活動する NPO 法人ザ･ピープル
店頭募金(2011.3 月～2012.3 月) .................................................................. 115,259 円
支援バザーでの売上寄付（4/30 海老名中央公園にて） ...................................... 26,260 円
ショップでの支援活動
ハートブローチ販売(被災地の方の手作り品) .... 6,720 円
3/11,3/12 ショップ売上全額寄付 ............ 214,225 円

***～
***～***～
***～***～
***～ お知らせ ～***～
***～***～
***～***
●裂

き織 り講 習 会

： 毎月第２水曜日 １０：３０～１２：３０ 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
リメイク 小 物 づくり講
づくり 講 習 会

： 毎月第４水曜日 １３：００～１５：３０

300 円前後

※8 月は、どの講習会も
月は、どの講習会も夏休みをいただいています。
○１０月１７日 「貧困なくそうキャンペーン」
○11 月５，６，７日 星川店 「リサイクル着物・リメイクフェア」
○12 月６，７，８日 天王町店 「フェアトレードフェア」

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
WE ショップ天王町店
Tel/Fax：045－333－6336

各ＷＥ講座、講習会の参加ご希望、
お問い合せはＷＥショップへ

10:30～17:30
10:30～17:30

休業日： 土曜・日曜・祝日
休業日： 水曜・日曜・祝日

