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◆21 年度 の支援は、総額 573,288 円 になりました。

コロナ禍中、WE ショップへご来店・ご協力いただきありがとうございました。

助成金

（単位：円）

ポンロック・バイトーン有機農園学校
ポンロック・バイトーン有機農園学校（カンボジア）
有機農園学校
ゆたかで幸福なコミュニティー（S3）構築

150
150,000

一般社団法人
社団法人 平和村ユナイテッド
平和にユナイト！パキスタンにおける青少年の地域
平和活動とアフガニスタンとの連帯

寄付・募金

助成金は、
「ある事業を
助成金は、
事業を行う団体」
団体」へ、事業の
事業の目
的を達成す
達成する手助け
手助けとして、一時的に
一時的に提供さ
提供される
資金で
資金です。各
す。各団体か
団体からの申請をう
申請をうけ
をうけ、WE21 ジャ
パン・ほ
パン・ほどがやの理事会で
理事会で審査を
審査をし、助成の
助成の可否、
金額を
金額を決定し
決定します。助成を
助成を受けた団体は
団体は、使途や
使途や
事業・活動の
活動の遂行状況
遂行状況を
状況を報告す
報告する義務が
義務があります。

164,
64,834

（単位：円）

認定ＮＰＯ法人 自立生活サポートセンター・
自立生活サポートセンター・もやい
コロナ禍による緊急支援

25,
25,046

認定ＮＰＯ法人 しんぐるまざあず・ふぉーらむ
コロナ禍による緊急支援

27,
27,992

NPO 法人 移住者と連帯する全国ネットワーク
コロナ禍による緊急支援

寄付は
「ある法人の
「実施し
寄付は、
法人の活動の趣旨」
活動の趣旨」や、
ている特定の事業」
」に賛同して
ている特定の事業
に賛同して支出されるモノ
支出されるモノや
モノや
資金で
資金です。自然災害に
自然災害による緊急支援
緊急支援の
の
募金を
募金
を
思い
支援
浮かべてみるとわかりやすいで
すいです。
「特定の
特定の事業や
事業や活動を
活動を指定し
指定しての寄付」
寄付」の場合
以外は、
以外は、使途が限定されることは
は、使途が限定されることはな
使途が限定されることはなく、受
く、受けた団
体に任されます。

24,8
24,815
,815

助成金

認定ＮＰＯ法人 FoE JAPAN
福島の親子の保養プログラム支援

122,
22,271

寄付・募金
寄付・募金

NPO 法人 JIMJIM-NET
イラク・シリアへの医療支援の為のチョコレート募金 38,
38,196

一般社団法人ピ
一般社団法人ピースボート災害支援センター
熱海土砂災害緊急店頭募金

20,
20,134

公益社団法人
公益社団法人フードバ
社団法人フードバンクかながわ
フードバンクかながわ

募金箱を設置して集まっ
たお金。また、自然災害
被害への緊急支援など
で、急を要するときは、
利益の一部から出すこと
もあります。

ショップの売り上げや
「ＷＥ２１ほどがや」会
員の会費などの収入か
ら、ショップを維持する
ための人件費、家賃、水
道光熱費、通信費など諸
経費を引いた、いわゆる
利益を、助成する団体に
応じて振り分けます。

食の支援を必要としている人たちへ、食料を届ける
フードドライブ
食料品寄付ダンボール箱４
食料品寄付ダンボール箱
４箱

保土ケ谷区社会福祉協議会
マスク、食料品
スク、食料品
放課後等
文房具
放課後等ディサービスはるの家
地域活動支援センタートラック
リメイク材料
タオル他
特別養護老人ホームラポール三ツ沢
タオル他

フェアトレード・東北物産品販売
売上総額 537,
37,036
036 円
WE ショップは持続可能な開発目標
SDGｓを支援しています

食べ物や
食べ物や、
物や、民芸品等
民芸品等を販売す
販売することで、被災地
を盛り上げ
盛り上げ、復興を
復興を応援、支援
応援、支援す
支援する。食べたり使
ったりするこ
ったりすることで、事実
で、事実を
事実を風化さ
風化させず、今なお残
なお残
る爪痕へ
爪痕へ思いを馳せる
馳せるきっかけ
っかけづくりになる。

※毎月 11 日の売上から 20％を東日本災害復興支援活動に寄付しています。
※毎月 1 日、21 日は「濱ともカードの日」 カードご提示で 100 円以上の品物が 10％割引になります。

◆お店の New Face です(*^^) スタッフが
スタッフが 3 名も増えま
増えました！！
コロナ禍の募集にもかかわらず、名乗りを上げてくださ
った、頼もしい方々です。よろしくお願いします。

New Face

※沼本さんは 2021 年からですが、ニュースの発行の都合
で、今回が初めての紹介になります。）

天王町店

１．沼本 明子(ぬまもと あきこ)
２．ネコ、読書(マンガ含む)、社交ダンス、俳句
３．戦火の馬
４．近くのコーヒー問屋へ通っていた
５．来る人(お客様)も、居る人(スタッフ＆ボランティアさ
ん) も、心地よい空間と感じられるお店にしたいです。

「質問です！」
１、名前
２、趣味
３、好きな映画やドラマ
４、初めて WE２１ジャパン・ほどがや（WE21 ジャ
パン、WE ショップ含む）を知ったのはいつ？
５、意気込み

１．五山 彩（ごやま あや）
２．カメラ（ストリートスナップ、花動物の写真など）
、
アンティークの雑貨集め
３．韓流もの全般
４．10 年くらい前から好きなお店の一つで、ちょこちょこ
覗いていました。他にも仕事を兼任していますが、求
人をみたとき今しかないと思い切りました。
５．まだまだ未熟ものですが販売だけでなくショップの運
営方針をもっと掘り下げて理解しお客様に伝えられ
るようなスタッフになれるよう頑張ります。

New Face

星川店
2022 年度も、感染症対策
を徹底し、できる限りの予
防に努めながら、営業を続
けて参ります。お客様にお
かれましても、すでに徹底
されていることではあり
ますが、マスク・手指消
毒・三密を避ける等の、ご
理解・ご協力を、引き続き
よろしくお願い致します。

１．宮野 理恵（みやの りえ）
２．洋裁、編み物、歴史、地理、漫画、将棋、トレッキ
ング（という名の徘徊）
３．
「シャーロックホームズの冒険」
「名探偵ポワロ」
４．２０年位前、子ども服を探していた時たまたまショ
ップを見かけて利用
５．自分の中の引き出しを総ざらえしながら、新スタッ
フとして頭と体を動かし、また新たな引き出しを作
っていきたいと思っています。至らぬところだらけ
ではありますが、何卒よろしくお願いいたします。

チームメンバー募集！活動に参加しませんか？

賛助会員になりませんか？

ショップを運営する、NPO 法人 WE21 ジャパン･ほどが
やには、いくつかのチームがあります。その分野に関して
詳しく話し合い、理事会に提案したり、協力して企画した
りして活動します。
助成金のことや報告会など支援について話し合う「支
援・平和チーム」
、主にチラシやニュースを作る「広報チー
ム」
、ショップで展示販売しているリメイク品を作ったり、
リメイク講座を企画運営したりする「リメイクチーム」
。
「賛助会員」ならどなたでも参加できます。興味がある！
何かできることで活動に携わりたい！！と思いましたら、
ぜひ、ショップまでご連絡ください。お買い物だけじゃな
い WE ショップもぜひ、知っていただきたいと思います。

賛助会員は、
「WE21 ジャパン・ほどがや」の活
動に賛同し、賛助会費で支えていただく参加方法
です。環境や貧困、人権などの課題解決に向けて
あなたのワンコインで応援してください
1 口 500 円 （1 口以上のご参加をお願いしま
す）で、年度毎の更新になります。活動費用、ま
た、
「WE ショップほどがや」の運営費用に使わせ
ていただきます。
個人、団体、企業、有志のグループなどが対象
です。「ほどがやニュース」（年１～３回発行）や
ショップイベントのご案内をお送りします。 特典
をご用意することもあります。

https://www.facebook.com/we21hodogaya/
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 10:30～17:00
WE ショップ天王町店
Tel/Fax：045－333－6336 10:30～17:00

休業日： 土曜・日曜・祝日
休業日： 水曜・日曜・祝日

