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◆理事長交代！ 2015 年度の活動が始まりました！！
◇新理事長 黒木宏子 挨拶
先日、たまたま開いた 2002 年の手帳に「WE ショップ
でボランティア」と書いてあり、WE21 ジャパン・ほどが
やとの関わりは、たぶんその日がスタートだったと思
います。
WE との出会いによって環境、貧困、人権など様々
なグローバルな問題が身近となり、自分自身の暮らし
のあり方を見つめ直すきっかけにもなりました。また
WE ショップが、リユース・リサイクルのチャリティショッ
プというだけではなく、お客さまやボランティアさんの
居場所として、貴重な地域のコミュニケーションの場と
なっていることも感じます。

加速する超少子高齢化社会のなかで、これまで積み
重ねてきた 15 年間の活動を今後どう生かしていくかが
問われます。
そのようななか、10 年間、代表としてリーダーシップ
を発揮し、WE の信頼と土台を築いてきた渡邉廣子から
バトンタッチをし、理事長という大役を引き受けました。
不安だらけの船出ですが、何より志を同じくする仲間
と力を合わせて、「認定 NPO 法人」としての責任を果た
しつつ、持続可能な WE ショップにするように努めたいと
思います。今後とも皆様のご支援、ご協力をよろしくお
願いいたします。

◆2014 年度 支援・助成金
支援・助成金 計 101 万円
昨年度も、WE ショップへ足をお運びくださる皆様のおかげで、
多くの支援につなげることができました。
活動へのご理解、ご協力ありがとうございました！
（単位:円）
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農村地域女性のエンパワメントを目的と
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‐先住民族の命と暮らしと文化を守る‐
ルボ村鉱山開発跡地の環境回復のた
めの植林と環境活動

ﾍﾞﾝｹﾞｯﾄ州キブンガン郡の先住民族の
ための農業―環境生計向上事業

寄付金
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◆２０１４年度
２０１４年度納税額の報告
１４年度納税額の報告
消費税
法人税
事業税
地方法人特別税
道府県民税
法人市民税
合計

309,800 円
66,900 円
29,100 円
23,500 円
23,300 円
62,600 円
515, 200 円

“認定 NPO 法人”を取得しており、200 万円までは支援やそのための活
動等に使うお金とみなされ（みなし寄付金制度）、税額控除対象になりま
す。資格取得のハードルは高いですが、お金をさらに有効活用できることに
つながっています。

（会計 園田）

◆インドからの研修生
インドからの研修生 Ms.スダーシャナ
Ms.スダーシャナ
日本のわびさび文化に感銘！ リサイクルをすすめる WE21 で学びたい!!
WE２１ジャパングループで、インドの NGO「DRCSC」
を通じて、Ms.スダーシャナ（大学研究員）を５月～７月
にインターンとして迎えることになりました。
わたしたちのショップでは、６月１８日（木）、２４日
（水）の二日間ショップボランティアと、裂き織りなどの
リメイク体験をしていただきました。

素敵なピアスがあっと
いう間にできあがり

伊藤さん（左）に裂き織りを習う Ms.スダー
シャナ。15 センチ四方のクロスが仕上が
りました。

裂き織りの布で伊藤さんが作った可愛いミニバッグをプ
レゼントしたら、お礼にと、即興でインドのビーズでアクセ
サリーを作ってくれました。好みの色を聞いてくれ、丁寧に
作っていました。細い銅のワイヤーがからまり、ほぐすのに
てこずったのも楽しい思い出です。
また、インドは多民族国家ということを、スマホで南北の
民族の写真を示しつつ、お話をしてくれました。「日本人
は毎日お寿司を食べないでしょう？それと同じでカレーば
かり食べているわけではない」と、彼女の好きな餃子に似
た料理の写真や、ご家族の写真も見せてくれました。彼女
は、大学で教授の代わりに、インドだけでなく、日本や西
洋史の講義もすることがあるそうです。
本当に多彩で素晴らしい能力を持った方で、話題が多
岐にわたり、時間のたつのがとても速かったです。
（天王町店スタッフ 成瀬）

◆ネパール地震被災地への緊急支援募金にご協力いただきありがとうございました
5 万円を（特非）シャプラニールが行う緊急支援活動へ寄付しました

◆◇◆ お知らせ ◆◇◆
星川店

夏セール

着物フェア

８月２４日（月）～２６日（水）
１０月（詳細は未定）

☆両店 本年度も毎月
毎月１１日
復興支援へ」継続します！
毎月１１日の売り上げは、３０％を「福島での復興支援
１１日
復興支援

ショップ夏休みのお知らせ
星川店 ８月８日（土）～１６日（日）
天王町店 ８月９日（日）～１６日（日）

１０月は、世界貧困撲滅デーに合わせて、今
年も『貧困なくそうキャンペーン
貧困なくそうキャンペーン』開催！
ショップで
貧困なくそうキャンペーン
私たちと世界の貧困とのつながりが見える企画を計
画しています。 世界に思いを馳せましょう・・・

裂 き 織 り 講 習 会 ： 毎月第２木曜日 １３：００～１５：００ 費用 300～500 円
８月は講習全て
お休みです

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＋材料費

特定非営利活動法人 WE２１ジャパン･ほどがや は、認定 NPO 法人です
WE ショップ星川店
Tel/Fax：045－334－5140 10:30～17:30
WE ショップ天王町店
Tel/Fax：045－333－6336 10:30～17:30

休業日： 土曜・日曜・祝日
休業日： 水曜・日曜・祝日

