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WEショップ
販売・仕分け・広報などの活動。お気
軽にご参加ください。

会員になって活動にご参加ください

衣類・日用雑貨の寄付、職場でのバザー、
講座開催、イベント協賛・後援などに関心の
ある企業・団体の方はWE21ジャパンまで
ご連絡ください。

ご家庭のまだキレイな衣類や日用雑貨をお近くの
「WEショップ」へご寄付ください。販売収益からアジ
アを中心とする民際協力・国内支援に活用されます。
※遠方の方はWE21ジャパンまでご連絡ください。

WE21ジャパン・グループは39のNPOがそれぞれ会員
を募集しています。また寄付金も受け付けています。

WE21ジャパン地域NPO 　年会費　
1,000円～
（地域NPOによって金額が異なります）

●アメリカン・エキスプレス・インターナショ
　ナル,Inc． メンバーシップ保険デスク
●ハルメクおみせ 神楽坂本店
●ワールドファミリー基金
●（有）コスミックインフォリンク
●（株）宮本製作所

たくさんのご協
力を

ありがとうござ
います

認定NPO法人WE21ジャパン　発行責任者　藤井あや子
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル6階　Tel 045-264-9390/Fax 045-264-9391
E-mail：info@we21japan.org　URL：http://www.we21japan.org/
8,000部　頒価200円　　　　　　　　  デザイン・制作：企業組合エコ・アド　印刷 : 株式会社大川印刷

WE21ジャパン厚木 046-296-2555
WE21ジャパン相模原＊ 042-744-9799
WE21ジャパン海老名＊ 046-235-4047
WE21ジャパン大和 046-269-1343
WE21ジャパンざま 046-251-3720
WE21ジャパン伊勢原 0463-96-5752
WE21ジャパンあやせ 0467-78-8178
WE21ジャパンひらつか＊ 0463-22-5258
WE21ジャパンおおいそ 0463-51-6481
WE21ジャパンにのみや 0463-71-4421
WE21ジャパン藤沢＊ 0466-24-6002
WE21ジャパンちがさき 0467-88-6015
WE21ジャパンおだわら 0465-23-2909

TELNPO

WE21ジャパン寒川 0467-75-8141
WE21ジャパンたかつ＊ 044-829-5238
WE21ジャパンさいわい 044-533-1248
WE21ジャパンたま 044-945-2427
WE21ジャパンみやまえ 044-854-6561
WE21ジャパンあさお 042-331-4919
WE21ジャパン青葉 045-915-9606
WE21ジャパンかながわ＊ 045-633-1537
WE21ジャパンほどがや＊ 045-334-5140
WE21ジャパンなか 045-232-4082
WE21ジャパン旭＊ 045-364-3277
WE21ジャパンみどり 045-937-2656
WE21ジャパンつるみ 045-573-3235
WE21ジャパン都筑＊ 045-948-5596
WE21ジャパンこうほく＊ 045-563-1808
WE21ジャパンせや 045-391-7410
WE21ジャパンいずみ＊ 045-802-0095
WE21ジャパンいそご＊ 045-761-3198
WE21ジャパン港南 045-832-7343
WE21ジャパンかなざわ 045-788-4248
WE21ジャパンとつか＊ 045-866-0088
WE21ジャパンさかえ 045-895-7009
WE21ジャパンみなみ 045-715-4410
WE21ジャパンよこすか＊ 046-837-1788
WE21ジャパンすみだ 03-6657-3035
WE21ジャパン＊ 045-264-9390

WE21ジャパンの
ミッション

　私たちは、地球規模で起きている資源の奪い合いや環境破壊・貧困をなくし、
環境や人権について考え・行動する市民を地域に拡げます。そして次世代へ
希望ある市民社会をつなぐために、一人ひとりが身近にできる事から実践します。
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貧困なくそうキャンペーン2017を

　10/16「世界食料デー」、10/17「貧困撲滅のための国際デー」に寄せて、「世界」
に思いをはせ、貧困をなくすために何ができるのか？を考えるイベントを実施しま
した。WEショップでは、売上金の寄付、講座の開催、写真・パネル展示などを通じて、
カンボジア、パレスチナ、ブルキナファソ、日本国内などへの支援を行いました。

WE21ジャパン・グループ

国と国＝国際 から　人と人＝民際 へ
WE ショップから見える世界

「持続可能な開発目標」って何ですか？
　2030年までに、世界のすべての人びとが貧困から脱却し、
安心・安全に暮らしていけるようにするために、国連で世
界の国々が合意した行動目標です。この目標は英語で
“Sustainable Development Goals”、頭文字を取って SDGs
（エス ディー ジーズ）と呼ばれています。先進国だけではな
く、発展途上国と呼ばれる国々や、若者・子どもなど多くの
人びとや組織が参加して、2016 年に 17 の目標が設定され
ました。

なぜ「持続可能な開発」が必要なの？
　気候変動による自然災害が頻発し、石油・木材・水など
の自然資源を多投して成り立つ経済や暮らしを今のペース
で続けていくと、近い将来、地球１つでは足りなくなると言
われています。また貧困によって十分な教育や適切な医療を
受けられない、劣悪な労働環境を強いられている、自由に意
見が言えないなど、人間らしい生活や権利が保障されてい

2030年までに持続可能な世界をつくろう！SDGs2030年までに持続可能な世界をつくろう！SDGs

あなたが一番大切にしたい

実施しました！

ない人たちが日本を含め世界にはたくさんいます。今ある自
分の暮らしのことだけではなく、未来に生きる人たち、遠く
離れた国や地域で暮らす人たちがより安全に、安心して、自
分の能力を十分に発揮しながら暮らしていける社会を創っ
ていく必要があります。

私たちの暮らしのあり方が問われている
　これまでの海外支援や国際協力は、極端に言えば “貧しく
て大変だから支援しよう” といった、人道的な立場から途上
国の貧困を解消する側面が大きかったのですが、今回掲げ
られた SDGs は、先進国で暮らす私たち自身の暮らしの在り
方を問い、変革を大きく求めるものになっています。
　私たちが日々、何を買うのか、どのように消費するのかと
いう行動の一つひとつを見直すことが、企業の経済活動に
影響を及ぼし、やがて世界規模の経済活動や社会のあり方
にも及びます。私たちが暮らし方を振り返り、変えていくこ
とがさらに求められています。

WE21 ジャパン News
世界とつながる×地域にひろげる
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特集

＊ 認定NPO法人（ご寄付いただくと寄付控除の
対象となります）

●（株）C'z SHARELY CODE　
●特定非営利活動法人 アーユス
　仏教国際協力ネットワーク
●プリンス・インターナショナル（株）
●（株）太陽商会
●川俣婦人会
●（株）エスプリマ
●（株）イノフレックス

＜団体・企業からの物品寄付  19件＞

WE21 ジャパン・グループはこれまで、衣類・雑貨のリユース・
リサイクルや民際協力活動を通じて、環境の保全や貧困の解決
に取り組んできました。“SDGs” は持続可能な社会づくりの共通
言語となってきましたが、自治体、学校、企業、市民など様々な
立場の人たちが同時に立ち上がり、積極的に行動しなければ実
現できません。市民の間では国際協力、環境、貧困など様々な課
題に取り組むNGO/NPO が連携した「SDGs市民社会ネットワー
ク」※が 2016 年に設立されています。私たちも、関心を持ち行動
する人をさらに広げていけるよう、活動を進めていきます。

寄付品のお願い 企業・団体の方へ

ボランティア募集

●パーク２４（株）　　
●（有）タケカワオフィス　　　　
●（株）図
●東芝マイクロエレクトロニクス（株）
●チェルシークラブおおいた
●フューチャークラブ英語教室
●浄蓮寺

500 円で 6人の子
どもたちにゆでたまごが届く

カンボジア「ゆでた
まご募金」を実施（WEショップたま）

認定NPO法人WE21 ジャパン

エス  ディー  ジーズ

目標はどれ？

※URL:https://www.sdgs-japan.net

参考：『私たちが目指す世界～子どものための持続可能な開発目標』
　　　2015 年 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

（敬称略・順不同）

※WE21ジャパン地域NPOがWEショップを運営しています。

2016年12月～2017年10月分
全国の皆様からの物品寄付　総数1,528件

WE21ジャパン　　　  年会費　
正会員  10,000円（個人）　50,000円（団体）
賛助会員 6,000円（個人）   10,000円（団体）
郵便局振替 00210-9-46086（特非）WE21ジャパン

P-B10164

TEL  045-264-9390
Mail  info@we21japan.org
※HPからもお申込みできます。

各WE21ジャパン地域NPO
へ直接お問い合せください。
（右記参照）

お近くのWEショップへ

お問合せ
お問合せ

お問合せWE21ジャパン事務所お問合せ

WE21ジャパン
事務所・エコものセンター・イベントでデータ
入力・発送・販売・仕分けなどの活動。

WE21ジャパングループのWEショップ（55店舗）・事務所で活動して
みませんか？

SDGs の目標を紹介展示（WE21 ジャパン藤沢）
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国と国の外交である「国際」に対して、市民と市民の交流や協力を進めることで平和な
社会を築いていけるという思いを込めた言葉が「民際協力」です。
WE ショップは、世界にある様々な社会的課題を解決するために、一人ひとりが問題の
中身を知り学びあうこと、そしてお互いの国・地域を訪問し合って課題を分かち合うこ
とが大切だと考え、長い時間をかけてつながりを深めてきました。

　WEショップでは、支援した事業を行っている現地に
スタディツアーやモニタリング（視察）で訪れ、支援が
必要な人に届いているか、どのような成果が上がってい
るかを定期的に確認しています。そして、WEショップの
お客さまやボランティアに寄付やお買い物がどう役立っ
ているのか、きちんと報告する努力を続けています。
　また、支援先の人びととの交流からフェアトレード事
業が生まれました。フィリピンの北ルソン地域で暮らす
先住民族の人びとが生産するジンジャーティ（しょう
が糖）、インドやモンゴルでの布や皮革製のバッグ、羊
毛スリッパなどを紹介し販売するWEショップもあり
ます。

　私たちが暮らすフィリピンのベンゲット州は山岳地域で、
先住民族が多く暮らしています。病院がない村で暮らす先住
民族の人たちは古くから、ジンジャーティ（しょうが糖）を 
“風邪の予防薬” として飲んできました。WE21 ジャパンと
2010 年から始めたフェアトレード事業は、カパンガン郡の 3
つの住民組織が交代で生産しています。私が所属するNGO
「シュントック財団」は、品質管理や輸送手続きの面でサポー
トしています。
　ジンジャーティの収入は、村の人たちが町の病院などに行
く時の交通費や診療代、村人自身による針灸、マッサージ、薬
草療法を中心とした地域保健活動に活用しています。また普
段は農業を生業にする住民組織のメンバーに賃金として還元
され、子どもの文房具などの購入に活かされています。
　ベンゲット州は日本との関わりが深く、戦時中にはアメリ
カとの激戦に敗走した日本の軍人が村々を焼き払う悲しい出

来事もありました。WE21 ジャパンのメンバーが初めて村を訪
れた 2000 年は、初めての外国人の訪問で、シャイな村の人た
ちは恥ずかしがってなかなか交流できませんでしたが、ホーム
ステイを受け入れながら毎年顔を合わせ、村の地域保健活動を
見てもらう中で互いに安心感が生まれました。今では住民組織
自身がジンジャーティを生産、包装、梱包してWE21 ジャパン
に輸出するまでに発展しています。
　私たちは日本のWE21 ジャパンの皆さんを友人だと思って
います。これはお互いを信頼し、敬意を払い、対等な関係であ
ることをめざした結果、築かれたものであり、この友情の関係
をずっと続けていきたいです。交流を通してお互いを理解する
こと、その積み重ねが「平和」へとつながっていくのだと思い
ます。

　2000 年から続くタイの農民の人たちとの最初の出会い
は、タイ東北部の農村地域で「地場の朝市」を立ち上げる事
業に支援をしたことがきっかけです。コンケン県の小さな村
で、有機農業を進めながら地元で生産したものを地元で消費
する地域内循環をめざすものでした。
　お金による支援を 5年間続けた後も、タイの生産者と経
験を分かち合う “経験交流” を日本で進めたり、私たちがタ
イの農村を訪問するなどして、5回ほど交流を行なってきま
した。タイの生産者は、WEショップが “女性たちが中心と
なって地域での資源循環をめざして運営する自立した組織
であること、また地域で小さな経済をつくっていること” に
関心を持ちました。そして私たちは “民衆が行動する力” か
ら様々なことを学びました。朝市委員会に参加する生産者
は、自分たちの地域だけではなく、他の地域にも朝市を広げ
るために他の生産者ネットワークとも連携を進めています。

　タイを訪問した時は必ずホームステイをして、経済発展
による貧困格差の影響を受ける村の様子を知り、村の人か
らは私たちが暮らす日本について聞かれました。日本で安
保法制の議論が盛んに行われた 2015 年の訪問では、「日本
はこれからどうなっていくのか？」「WE21 の皆はどう考え
ているのか？」と、タイの人たちが日本で起きていることに
関心を向けてくれていて、何かあった時には気にかけてく
れる存在であることを実感しました。
　遠く離れた場所に住んでいても、常にお互いを気にかけ、
刺激し合える関係を持てることは、民際協力の醍醐味です。
朝市が発展しお金による支援が終わった今でも、4つの地域
NPOのメンバー（WE21ジャパン旭、都筑、ざま、ほどがや）
との交流が続き、昨年の 11 月にも訪問してきました。これ
からも人と人の関係を大切に、ネットワークを築いていき
たいと思います。

　設立当初は「WEショップの収益でアジアの女性を支援する」
とシンプルに考えていましたが、いざ始めてみると、海外支援
を通してたくさんの課題が見えてきました。お金を寄付するだ
けでは問題は解決しないことや、途上国と呼ばれる国が困難な
課題をたくさん抱えているのは、私たちの住む国の政策や経済
活動、そして市民の暮らし方ともおおいに関係があることに気
がついたのです。
　私たちが使うもの、食べるものの多くは、世界各地の生産物
と生産者によって支えられています。衣類や携帯電話を生産す
るために、原料や製品の生産拠点となった国・地域では、不法
な強制立ち退きや、働く人びとの健康被害、生物多様性の喪失
などの問題が引き起こされています。また反対に、世界の食料問

題が日本の農村・漁村の崩壊に、世界の森林問題が日本の山村
の疲弊につながっています。このように世界の諸問題は日本社
会の問題や私たちの暮らしと密接につながっていることが分か
ります。
　世界の問題を考えることは私たちの暮らし方を考えることに
つながります。WE21 ジャパンは、支援を通して、遠くの地域で
起きている問題を知り、「私たちの暮らしとのつながり」から課
題の解決を探っていきたいと考えています。

WE21 ジャパン・グループとつながりのある国 WEショップの収益等による支援先 (2016 年度 )

モンゴル／母子家庭の自立と孤児の支援事業を
視察・交流（WE21 ジャパンかながわ）

東ティモールやパレスチナのフェアトレード
食品を販売（WE21 ジャパン相模原）

フィリピンNGO「シュントック財団」スタッフ
アイダ・B・ディングル WE21ジャパン都筑  代表  海田祐子

WEショップでスタッフやボランティアと交流（WE21 ジャパン
おだわら）一番左は住民組織メンバーのマルタさん、
2番目がNGOスタッフのアイダさん

村の畑で獲れたしょうがと砂糖を
煮詰めてつくったジンジャーティ

村の集会場に集まって、住民組織
メンバーがジンジャーティづくり

朝市委員会のメンバーと

今では 200 人の生産者が参加する村の朝市

国と国＝国際 から 人と人＝民際 へ
WE ショップから見える世界

日本日本
タイタイ

世界と私たちの暮らしとの関係を見直そう世界と私たちの暮らしとの関係を見直そう人と人、顔の見える関係をつくりたい

*WE21 ジャパン・グループ：
WEショップを運営する 38 の地域 NPOとWE21 ジャパンで構成され、
合計 39 の NPOが連携して活動を推進している。

生産者と消費者がふれあう街の拠点

必要な人に届く支援をするために必要な人に届く支援をするために

ジンジャーティが
　友情と信頼につながっていく

お金による支援が終わっても
　　お互いに気にかける存在でありたい
　　　　　

人と人、顔の見える関係をつくりたい人と人、顔の見える関係をつくりたい

タンザニア

ウガンダ
南スーダン

パレスチナ
ブルキナファソ

リベリア
コートジボワール

ガーナ
べナン

シリア

アフガニスタン

モンゴル

ネパール
イラク

ミャンマー
バングラデシュ

カンボジア

インドネシア
東ティモール

フィリピン

日本

スリランカ

ラオス
タイ

インド
ハイチ ドミニカ共和国

ペルー

ボリビア

パラグアイ

アルゼンチン

「WEショップ」では、寄付していただいた衣類や雑貨を販売した収益
から民際協力活動を進めています。2016 年度は、WE21 ジャパン・グ
ループ *全体で総額 4,152 万円が、国内外で活動するNGO/NPOを通
して 31 の国・地域の 176 の支援プロジェクトを進める資金として活
用されました。

支援先は日本を含むアジアを中心に、中東やアフリカ諸国、フェアト
レードを通じて南米にも広がり、医療・地域保健、自立のための収入
向上、教育、農業、人権擁護など、幅広い分野にわたっています。

　世界 31 の国・地域に広がる支援先は、WEショップを運営
する地域NPOがそれぞれ決めています。「女性と子どもを取り
巻く問題に力を入れたい」、「紛争地で生きる子どもの貧困や教
育の問題を取り上げたい」など、地域NPOの支援方針に基づ

いて、支援を必要としている人びとに関する様々な情報を集
め、支援をすることによってどのような効果が期待できるの
か、支援プロジェクトが行われた後にNGO/NPOから
現地の様子を知らせてもらえるか、WEショップのお客
さまやボランティアから共感や所有感を得られるかな
ど、いくつかの視点からプロジェクトを選択していきま
す。また支援先を決定する際の拠り所となる支援の基準
を記した『支援ハンドブック』を作成し、支援の形態
（助成金・寄付金・募金など）、支援先NGO/NPOの選
び方、申請書の読み方、評価の仕方、緊急支援・復興支
援の考え方などを共有しています。
　支援を行った後は、NGO/NPOからの報告やモニタリ
ングツアーで見てきたことをニュースレターや報告会
で発信したり、店内で写真展示を行うなど、WEショッ

プに参加する皆さんとともに世界に思いをはせ、関心を持つ
人を広げていけるよう、学びあいの活動も進めています。

10 月 “貧困なくそうキャンペーン” で支援先への
関心を広げる（WE21 ジャパン旭）

日本日本
フィリピンフィリピン

～タイ農民との交流から～
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国と国の外交である「国際」に対して、市民と市民の交流や協力を進めることで平和な
社会を築いていけるという思いを込めた言葉が「民際協力」です。
WE ショップは、世界にある様々な社会的課題を解決するために、一人ひとりが問題の
中身を知り学びあうこと、そしてお互いの国・地域を訪問し合って課題を分かち合うこ
とが大切だと考え、長い時間をかけてつながりを深めてきました。

　WEショップでは、支援した事業を行っている現地に
スタディツアーやモニタリング（視察）で訪れ、支援が
必要な人に届いているか、どのような成果が上がってい
るかを定期的に確認しています。そして、WEショップの
お客さまやボランティアに寄付やお買い物がどう役立っ
ているのか、きちんと報告する努力を続けています。
　また、支援先の人びととの交流からフェアトレード事
業が生まれました。フィリピンの北ルソン地域で暮らす
先住民族の人びとが生産するジンジャーティ（しょう
が糖）、インドやモンゴルでの布や皮革製のバッグ、羊
毛スリッパなどを紹介し販売するWEショップもあり
ます。

　私たちが暮らすフィリピンのベンゲット州は山岳地域で、
先住民族が多く暮らしています。病院がない村で暮らす先住
民族の人たちは古くから、ジンジャーティ（しょうが糖）を 
“風邪の予防薬” として飲んできました。WE21 ジャパンと
2010 年から始めたフェアトレード事業は、カパンガン郡の 3
つの住民組織が交代で生産しています。私が所属するNGO
「シュントック財団」は、品質管理や輸送手続きの面でサポー
トしています。
　ジンジャーティの収入は、村の人たちが町の病院などに行
く時の交通費や診療代、村人自身による針灸、マッサージ、薬
草療法を中心とした地域保健活動に活用しています。また普
段は農業を生業にする住民組織のメンバーに賃金として還元
され、子どもの文房具などの購入に活かされています。
　ベンゲット州は日本との関わりが深く、戦時中にはアメリ
カとの激戦に敗走した日本の軍人が村々を焼き払う悲しい出

来事もありました。WE21 ジャパンのメンバーが初めて村を訪
れた 2000 年は、初めての外国人の訪問で、シャイな村の人た
ちは恥ずかしがってなかなか交流できませんでしたが、ホーム
ステイを受け入れながら毎年顔を合わせ、村の地域保健活動を
見てもらう中で互いに安心感が生まれました。今では住民組織
自身がジンジャーティを生産、包装、梱包してWE21 ジャパン
に輸出するまでに発展しています。
　私たちは日本のWE21 ジャパンの皆さんを友人だと思って
います。これはお互いを信頼し、敬意を払い、対等な関係であ
ることをめざした結果、築かれたものであり、この友情の関係
をずっと続けていきたいです。交流を通してお互いを理解する
こと、その積み重ねが「平和」へとつながっていくのだと思い
ます。

　2000 年から続くタイの農民の人たちとの最初の出会い
は、タイ東北部の農村地域で「地場の朝市」を立ち上げる事
業に支援をしたことがきっかけです。コンケン県の小さな村
で、有機農業を進めながら地元で生産したものを地元で消費
する地域内循環をめざすものでした。
　お金による支援を 5年間続けた後も、タイの生産者と経
験を分かち合う “経験交流” を日本で進めたり、私たちがタ
イの農村を訪問するなどして、5回ほど交流を行なってきま
した。タイの生産者は、WEショップが “女性たちが中心と
なって地域での資源循環をめざして運営する自立した組織
であること、また地域で小さな経済をつくっていること” に
関心を持ちました。そして私たちは “民衆が行動する力” か
ら様々なことを学びました。朝市委員会に参加する生産者
は、自分たちの地域だけではなく、他の地域にも朝市を広げ
るために他の生産者ネットワークとも連携を進めています。

　タイを訪問した時は必ずホームステイをして、経済発展
による貧困格差の影響を受ける村の様子を知り、村の人か
らは私たちが暮らす日本について聞かれました。日本で安
保法制の議論が盛んに行われた 2015 年の訪問では、「日本
はこれからどうなっていくのか？」「WE21 の皆はどう考え
ているのか？」と、タイの人たちが日本で起きていることに
関心を向けてくれていて、何かあった時には気にかけてく
れる存在であることを実感しました。
　遠く離れた場所に住んでいても、常にお互いを気にかけ、
刺激し合える関係を持てることは、民際協力の醍醐味です。
朝市が発展しお金による支援が終わった今でも、4つの地域
NPOのメンバー（WE21ジャパン旭、都筑、ざま、ほどがや）
との交流が続き、昨年の 11 月にも訪問してきました。これ
からも人と人の関係を大切に、ネットワークを築いていき
たいと思います。

　設立当初は「WEショップの収益でアジアの女性を支援する」
とシンプルに考えていましたが、いざ始めてみると、海外支援
を通してたくさんの課題が見えてきました。お金を寄付するだ
けでは問題は解決しないことや、途上国と呼ばれる国が困難な
課題をたくさん抱えているのは、私たちの住む国の政策や経済
活動、そして市民の暮らし方ともおおいに関係があることに気
がついたのです。
　私たちが使うもの、食べるものの多くは、世界各地の生産物
と生産者によって支えられています。衣類や携帯電話を生産す
るために、原料や製品の生産拠点となった国・地域では、不法
な強制立ち退きや、働く人びとの健康被害、生物多様性の喪失
などの問題が引き起こされています。また反対に、世界の食料問

題が日本の農村・漁村の崩壊に、世界の森林問題が日本の山村
の疲弊につながっています。このように世界の諸問題は日本社
会の問題や私たちの暮らしと密接につながっていることが分か
ります。
　世界の問題を考えることは私たちの暮らし方を考えることに
つながります。WE21 ジャパンは、支援を通して、遠くの地域で
起きている問題を知り、「私たちの暮らしとのつながり」から課
題の解決を探っていきたいと考えています。

WE21 ジャパン・グループとつながりのある国 WEショップの収益等による支援先 (2016 年度 )

モンゴル／母子家庭の自立と孤児の支援事業を
視察・交流（WE21 ジャパンかながわ）

東ティモールやパレスチナのフェアトレード
食品を販売（WE21 ジャパン相模原）

フィリピンNGO「シュントック財団」スタッフ
アイダ・B・ディングル WE21ジャパン都筑  代表  海田祐子

WEショップでスタッフやボランティアと交流（WE21 ジャパン
おだわら）一番左は住民組織メンバーのマルタさん、
2番目がNGOスタッフのアイダさん

村の畑で獲れたしょうがと砂糖を
煮詰めてつくったジンジャーティ

村の集会場に集まって、住民組織
メンバーがジンジャーティづくり

朝市委員会のメンバーと

今では 200 人の生産者が参加する村の朝市
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め、支援をすることによってどのような効果が期待できるの
か、支援プロジェクトが行われた後にNGO/NPOから
現地の様子を知らせてもらえるか、WEショップのお客
さまやボランティアから共感や所有感を得られるかな
ど、いくつかの視点からプロジェクトを選択していきま
す。また支援先を決定する際の拠り所となる支援の基準
を記した『支援ハンドブック』を作成し、支援の形態
（助成金・寄付金・募金など）、支援先NGO/NPOの選
び方、申請書の読み方、評価の仕方、緊急支援・復興支
援の考え方などを共有しています。
　支援を行った後は、NGO/NPOからの報告やモニタリ
ングツアーで見てきたことをニュースレターや報告会
で発信したり、店内で写真展示を行うなど、WEショッ

プに参加する皆さんとともに世界に思いをはせ、関心を持つ
人を広げていけるよう、学びあいの活動も進めています。
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国と国の外交である「国際」に対して、市民と市民の交流や協力を進めることで平和な
社会を築いていけるという思いを込めた言葉が「民際協力」です。
WE ショップは、世界にある様々な社会的課題を解決するために、一人ひとりが問題の
中身を知り学びあうこと、そしてお互いの国・地域を訪問し合って課題を分かち合うこ
とが大切だと考え、長い時間をかけてつながりを深めてきました。

　WEショップでは、支援した事業を行っている現地に
スタディツアーやモニタリング（視察）で訪れ、支援が
必要な人に届いているか、どのような成果が上がってい
るかを定期的に確認しています。そして、WEショップの
お客さまやボランティアに寄付やお買い物がどう役立っ
ているのか、きちんと報告する努力を続けています。
　また、支援先の人びととの交流からフェアトレード事
業が生まれました。フィリピンの北ルソン地域で暮らす
先住民族の人びとが生産するジンジャーティ（しょう
が糖）、インドやモンゴルでの布や皮革製のバッグ、羊
毛スリッパなどを紹介し販売するWEショップもあり
ます。

　私たちが暮らすフィリピンのベンゲット州は山岳地域で、
先住民族が多く暮らしています。病院がない村で暮らす先住
民族の人たちは古くから、ジンジャーティ（しょうが糖）を 
“風邪の予防薬” として飲んできました。WE21 ジャパンと
2010 年から始めたフェアトレード事業は、カパンガン郡の 3
つの住民組織が交代で生産しています。私が所属するNGO
「シュントック財団」は、品質管理や輸送手続きの面でサポー
トしています。
　ジンジャーティの収入は、村の人たちが町の病院などに行
く時の交通費や診療代、村人自身による針灸、マッサージ、薬
草療法を中心とした地域保健活動に活用しています。また普
段は農業を生業にする住民組織のメンバーに賃金として還元
され、子どもの文房具などの購入に活かされています。
　ベンゲット州は日本との関わりが深く、戦時中にはアメリ
カとの激戦に敗走した日本の軍人が村々を焼き払う悲しい出

来事もありました。WE21 ジャパンのメンバーが初めて村を訪
れた 2000 年は、初めての外国人の訪問で、シャイな村の人た
ちは恥ずかしがってなかなか交流できませんでしたが、ホーム
ステイを受け入れながら毎年顔を合わせ、村の地域保健活動を
見てもらう中で互いに安心感が生まれました。今では住民組織
自身がジンジャーティを生産、包装、梱包してWE21 ジャパン
に輸出するまでに発展しています。
　私たちは日本のWE21 ジャパンの皆さんを友人だと思って
います。これはお互いを信頼し、敬意を払い、対等な関係であ
ることをめざした結果、築かれたものであり、この友情の関係
をずっと続けていきたいです。交流を通してお互いを理解する
こと、その積み重ねが「平和」へとつながっていくのだと思い
ます。

　2000 年から続くタイの農民の人たちとの最初の出会い
は、タイ東北部の農村地域で「地場の朝市」を立ち上げる事
業に支援をしたことがきっかけです。コンケン県の小さな村
で、有機農業を進めながら地元で生産したものを地元で消費
する地域内循環をめざすものでした。
　お金による支援を 5年間続けた後も、タイの生産者と経
験を分かち合う “経験交流” を日本で進めたり、私たちがタ
イの農村を訪問するなどして、5回ほど交流を行なってきま
した。タイの生産者は、WEショップが “女性たちが中心と
なって地域での資源循環をめざして運営する自立した組織
であること、また地域で小さな経済をつくっていること” に
関心を持ちました。そして私たちは “民衆が行動する力” か
ら様々なことを学びました。朝市委員会に参加する生産者
は、自分たちの地域だけではなく、他の地域にも朝市を広げ
るために他の生産者ネットワークとも連携を進めています。

　タイを訪問した時は必ずホームステイをして、経済発展
による貧困格差の影響を受ける村の様子を知り、村の人か
らは私たちが暮らす日本について聞かれました。日本で安
保法制の議論が盛んに行われた 2015 年の訪問では、「日本
はこれからどうなっていくのか？」「WE21 の皆はどう考え
ているのか？」と、タイの人たちが日本で起きていることに
関心を向けてくれていて、何かあった時には気にかけてく
れる存在であることを実感しました。
　遠く離れた場所に住んでいても、常にお互いを気にかけ、
刺激し合える関係を持てることは、民際協力の醍醐味です。
朝市が発展しお金による支援が終わった今でも、4つの地域
NPOのメンバー（WE21ジャパン旭、都筑、ざま、ほどがや）
との交流が続き、昨年の 11 月にも訪問してきました。これ
からも人と人の関係を大切に、ネットワークを築いていき
たいと思います。

　設立当初は「WEショップの収益でアジアの女性を支援する」
とシンプルに考えていましたが、いざ始めてみると、海外支援
を通してたくさんの課題が見えてきました。お金を寄付するだ
けでは問題は解決しないことや、途上国と呼ばれる国が困難な
課題をたくさん抱えているのは、私たちの住む国の政策や経済
活動、そして市民の暮らし方ともおおいに関係があることに気
がついたのです。
　私たちが使うもの、食べるものの多くは、世界各地の生産物
と生産者によって支えられています。衣類や携帯電話を生産す
るために、原料や製品の生産拠点となった国・地域では、不法
な強制立ち退きや、働く人びとの健康被害、生物多様性の喪失
などの問題が引き起こされています。また反対に、世界の食料問

題が日本の農村・漁村の崩壊に、世界の森林問題が日本の山村
の疲弊につながっています。このように世界の諸問題は日本社
会の問題や私たちの暮らしと密接につながっていることが分か
ります。
　世界の問題を考えることは私たちの暮らし方を考えることに
つながります。WE21 ジャパンは、支援を通して、遠くの地域で
起きている問題を知り、「私たちの暮らしとのつながり」から課
題の解決を探っていきたいと考えています。
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メンバーがジンジャーティづくり

朝市委員会のメンバーと

今では 200 人の生産者が参加する村の朝市

国と国＝国際 から 人と人＝民際 へ
WE ショップから見える世界

日本日本
タイタイ

世界と私たちの暮らしとの関係を見直そう世界と私たちの暮らしとの関係を見直そう人と人、顔の見える関係をつくりたい

*WE21 ジャパン・グループ：
WEショップを運営する 38 の地域 NPOとWE21 ジャパンで構成され、
合計 39 の NPOが連携して活動を推進している。

生産者と消費者がふれあう街の拠点

必要な人に届く支援をするために必要な人に届く支援をするために

ジンジャーティが
　友情と信頼につながっていく

お金による支援が終わっても
　　お互いに気にかける存在でありたい
　　　　　

人と人、顔の見える関係をつくりたい人と人、顔の見える関係をつくりたい
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南スーダン
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ネパール
イラク

ミャンマー
バングラデシュ

カンボジア
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東ティモール

フィリピン

日本
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ラオス
タイ

インド
ハイチ ドミニカ共和国

ペルー

ボリビア

パラグアイ

アルゼンチン

「WEショップ」では、寄付していただいた衣類や雑貨を販売した収益
から民際協力活動を進めています。2016 年度は、WE21 ジャパン・グ
ループ *全体で総額 4,152 万円が、国内外で活動するNGO/NPOを通
して 31 の国・地域の 176 の支援プロジェクトを進める資金として活
用されました。

支援先は日本を含むアジアを中心に、中東やアフリカ諸国、フェアト
レードを通じて南米にも広がり、医療・地域保健、自立のための収入
向上、教育、農業、人権擁護など、幅広い分野にわたっています。

　世界 31 の国・地域に広がる支援先は、WEショップを運営
する地域NPOがそれぞれ決めています。「女性と子どもを取り
巻く問題に力を入れたい」、「紛争地で生きる子どもの貧困や教
育の問題を取り上げたい」など、地域NPOの支援方針に基づ

いて、支援を必要としている人びとに関する様々な情報を集
め、支援をすることによってどのような効果が期待できるの
か、支援プロジェクトが行われた後にNGO/NPOから
現地の様子を知らせてもらえるか、WEショップのお客
さまやボランティアから共感や所有感を得られるかな
ど、いくつかの視点からプロジェクトを選択していきま
す。また支援先を決定する際の拠り所となる支援の基準
を記した『支援ハンドブック』を作成し、支援の形態
（助成金・寄付金・募金など）、支援先NGO/NPOの選
び方、申請書の読み方、評価の仕方、緊急支援・復興支
援の考え方などを共有しています。
　支援を行った後は、NGO/NPOからの報告やモニタリ
ングツアーで見てきたことをニュースレターや報告会
で発信したり、店内で写真展示を行うなど、WEショッ

プに参加する皆さんとともに世界に思いをはせ、関心を持つ
人を広げていけるよう、学びあいの活動も進めています。

10 月 “貧困なくそうキャンペーン” で支援先への
関心を広げる（WE21 ジャパン旭）

日本日本
フィリピンフィリピン

～タイ農民との交流から～



表紙裏表紙 210

297

210207

WEショップ
販売・仕分け・広報などの活動。お気
軽にご参加ください。

会員になって活動にご参加ください

衣類・日用雑貨の寄付、職場でのバザー、
講座開催、イベント協賛・後援などに関心の
ある企業・団体の方はWE21ジャパンまで
ご連絡ください。

ご家庭のまだキレイな衣類や日用雑貨をお近くの
「WEショップ」へご寄付ください。販売収益からアジ
アを中心とする民際協力・国内支援に活用されます。
※遠方の方はWE21ジャパンまでご連絡ください。

WE21ジャパン・グループは39のNPOがそれぞれ会員
を募集しています。また寄付金も受け付けています。

WE21ジャパン地域NPO 　年会費　
1,000円～
（地域NPOによって金額が異なります）

●アメリカン・エキスプレス・インターナショ
　ナル,Inc． メンバーシップ保険デスク
●ハルメクおみせ 神楽坂本店
●ワールドファミリー基金
●（有）コスミックインフォリンク
●（株）宮本製作所

たくさんのご協
力を

ありがとうござ
います

認定NPO法人WE21ジャパン　発行責任者　藤井あや子
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル6階　Tel 045-264-9390/Fax 045-264-9391
E-mail：info@we21japan.org　URL：http://www.we21japan.org/
8,000部　頒価200円　　　　　　　　  デザイン・制作：企業組合エコ・アド　印刷 : 株式会社大川印刷

WE21ジャパン厚木 046-296-2555
WE21ジャパン相模原＊ 042-744-9799
WE21ジャパン海老名＊ 046-235-4047
WE21ジャパン大和 046-269-1343
WE21ジャパンざま 046-251-3720
WE21ジャパン伊勢原 0463-96-5752
WE21ジャパンあやせ 0467-78-8178
WE21ジャパンひらつか＊ 0463-22-5258
WE21ジャパンおおいそ 0463-51-6481
WE21ジャパンにのみや 0463-71-4421
WE21ジャパン藤沢＊ 0466-24-6002
WE21ジャパンちがさき 0467-88-6015
WE21ジャパンおだわら 0465-23-2909

TELNPO

WE21ジャパン寒川 0467-75-8141
WE21ジャパンたかつ＊ 044-829-5238
WE21ジャパンさいわい 044-533-1248
WE21ジャパンたま 044-945-2427
WE21ジャパンみやまえ 044-854-6561
WE21ジャパンあさお 042-331-4919
WE21ジャパン青葉 045-915-9606
WE21ジャパンかながわ＊ 045-633-1537
WE21ジャパンほどがや＊ 045-334-5140
WE21ジャパンなか 045-232-4082
WE21ジャパン旭＊ 045-364-3277
WE21ジャパンみどり 045-937-2656
WE21ジャパンつるみ 045-573-3235
WE21ジャパン都筑＊ 045-948-5596
WE21ジャパンこうほく＊ 045-563-1808
WE21ジャパンせや 045-391-7410
WE21ジャパンいずみ＊ 045-802-0095
WE21ジャパンいそご＊ 045-761-3198
WE21ジャパン港南 045-832-7343
WE21ジャパンかなざわ 045-788-4248
WE21ジャパンとつか＊ 045-866-0088
WE21ジャパンさかえ 045-895-7009
WE21ジャパンみなみ 045-715-4410
WE21ジャパンよこすか＊ 046-837-1788
WE21ジャパンすみだ 03-6657-3035
WE21ジャパン＊ 045-264-9390

WE21ジャパンの
ミッション

　私たちは、地球規模で起きている資源の奪い合いや環境破壊・貧困をなくし、
環境や人権について考え・行動する市民を地域に拡げます。そして次世代へ
希望ある市民社会をつなぐために、一人ひとりが身近にできる事から実践します。

WE21ジャパンニュース　No.78　　2018年 1月5日発行

貧困なくそうキャンペーン2017を

　10/16「世界食料デー」、10/17「貧困撲滅のための国際デー」に寄せて、「世界」
に思いをはせ、貧困をなくすために何ができるのか？を考えるイベントを実施しま
した。WEショップでは、売上金の寄付、講座の開催、写真・パネル展示などを通じて、
カンボジア、パレスチナ、ブルキナファソ、日本国内などへの支援を行いました。

WE21ジャパン・グループ

国と国＝国際 から　人と人＝民際 へ
WE ショップから見える世界

「持続可能な開発目標」って何ですか？
　2030年までに、世界のすべての人びとが貧困から脱却し、
安心・安全に暮らしていけるようにするために、国連で世
界の国々が合意した行動目標です。この目標は英語で
“Sustainable Development Goals”、頭文字を取って SDGs
（エス ディー ジーズ）と呼ばれています。先進国だけではな
く、発展途上国と呼ばれる国々や、若者・子どもなど多くの
人びとや組織が参加して、2016 年に 17 の目標が設定され
ました。

なぜ「持続可能な開発」が必要なの？
　気候変動による自然災害が頻発し、石油・木材・水など
の自然資源を多投して成り立つ経済や暮らしを今のペース
で続けていくと、近い将来、地球１つでは足りなくなると言
われています。また貧困によって十分な教育や適切な医療を
受けられない、劣悪な労働環境を強いられている、自由に意
見が言えないなど、人間らしい生活や権利が保障されてい

2030年までに持続可能な世界をつくろう！SDGs2030年までに持続可能な世界をつくろう！SDGs

あなたが一番大切にしたい

実施しました！

ない人たちが日本を含め世界にはたくさんいます。今ある自
分の暮らしのことだけではなく、未来に生きる人たち、遠く
離れた国や地域で暮らす人たちがより安全に、安心して、自
分の能力を十分に発揮しながら暮らしていける社会を創っ
ていく必要があります。

私たちの暮らしのあり方が問われている
　これまでの海外支援や国際協力は、極端に言えば “貧しく
て大変だから支援しよう” といった、人道的な立場から途上
国の貧困を解消する側面が大きかったのですが、今回掲げ
られた SDGs は、先進国で暮らす私たち自身の暮らしの在り
方を問い、変革を大きく求めるものになっています。
　私たちが日々、何を買うのか、どのように消費するのかと
いう行動の一つひとつを見直すことが、企業の経済活動に
影響を及ぼし、やがて世界規模の経済活動や社会のあり方
にも及びます。私たちが暮らし方を振り返り、変えていくこ
とがさらに求められています。

WE21 ジャパン News
世界とつながる×地域にひろげる

No.78 2018.1

特集

＊ 認定NPO法人（ご寄付いただくと寄付控除の
対象となります）

●（株）C'z SHARELY CODE　
●特定非営利活動法人 アーユス
　仏教国際協力ネットワーク
●プリンス・インターナショナル（株）
●（株）太陽商会
●川俣婦人会
●（株）エスプリマ
●（株）イノフレックス

＜団体・企業からの物品寄付  19件＞

WE21 ジャパン・グループはこれまで、衣類・雑貨のリユース・
リサイクルや民際協力活動を通じて、環境の保全や貧困の解決
に取り組んできました。“SDGs” は持続可能な社会づくりの共通
言語となってきましたが、自治体、学校、企業、市民など様々な
立場の人たちが同時に立ち上がり、積極的に行動しなければ実
現できません。市民の間では国際協力、環境、貧困など様々な課
題に取り組むNGO/NPO が連携した「SDGs市民社会ネットワー
ク」※が 2016 年に設立されています。私たちも、関心を持ち行動
する人をさらに広げていけるよう、活動を進めていきます。

寄付品のお願い 企業・団体の方へ

ボランティア募集

●パーク２４（株）　　
●（有）タケカワオフィス　　　　
●（株）図
●東芝マイクロエレクトロニクス（株）
●チェルシークラブおおいた
●フューチャークラブ英語教室
●浄蓮寺

500 円で 6人の子
どもたちにゆでたまごが届く

カンボジア「ゆでた
まご募金」を実施（WEショップたま）

認定NPO法人WE21 ジャパン

エス  ディー  ジーズ

目標はどれ？

※URL:https://www.sdgs-japan.net

参考：『私たちが目指す世界～子どものための持続可能な開発目標』
　　　2015 年 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

（敬称略・順不同）

※WE21ジャパン地域NPOがWEショップを運営しています。

2016年12月～2017年10月分
全国の皆様からの物品寄付　総数1,528件

WE21ジャパン　　　  年会費　
正会員  10,000円（個人）　50,000円（団体）
賛助会員 6,000円（個人）   10,000円（団体）
郵便局振替 00210-9-46086（特非）WE21ジャパン

P-B10164

TEL  045-264-9390
Mail  info@we21japan.org
※HPからもお申込みできます。

各WE21ジャパン地域NPO
へ直接お問い合せください。
（右記参照）

お近くのWEショップへ

お問合せ
お問合せ

お問合せWE21ジャパン事務所お問合せ

WE21ジャパン
事務所・エコものセンター・イベントでデータ
入力・発送・販売・仕分けなどの活動。

WE21ジャパングループのWEショップ（55店舗）・事務所で活動して
みませんか？

SDGs の目標を紹介展示（WE21 ジャパン藤沢）
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環境や人権について考え・行動する市民を地域に拡げます。そして次世代へ
希望ある市民社会をつなぐために、一人ひとりが身近にできる事から実践します。
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　2030年までに、世界のすべての人びとが貧困から脱却し、
安心・安全に暮らしていけるようにするために、国連で世
界の国々が合意した行動目標です。この目標は英語で
“Sustainable Development Goals”、頭文字を取って SDGs
（エス ディー ジーズ）と呼ばれています。先進国だけではな
く、発展途上国と呼ばれる国々や、若者・子どもなど多くの
人びとや組織が参加して、2016 年に 17 の目標が設定され
ました。

なぜ「持続可能な開発」が必要なの？
　気候変動による自然災害が頻発し、石油・木材・水など
の自然資源を多投して成り立つ経済や暮らしを今のペース
で続けていくと、近い将来、地球１つでは足りなくなると言
われています。また貧困によって十分な教育や適切な医療を
受けられない、劣悪な労働環境を強いられている、自由に意
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　これまでの海外支援や国際協力は、極端に言えば “貧しく
て大変だから支援しよう” といった、人道的な立場から途上
国の貧困を解消する側面が大きかったのですが、今回掲げ
られた SDGs は、先進国で暮らす私たち自身の暮らしの在り
方を問い、変革を大きく求めるものになっています。
　私たちが日々、何を買うのか、どのように消費するのかと
いう行動の一つひとつを見直すことが、企業の経済活動に
影響を及ぼし、やがて世界規模の経済活動や社会のあり方
にも及びます。私たちが暮らし方を振り返り、変えていくこ
とがさらに求められています。
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特集

＊ 認定NPO法人（ご寄付いただくと寄付控除の
対象となります）

●（株）C'z SHARELY CODE　
●特定非営利活動法人 アーユス
　仏教国際協力ネットワーク
●プリンス・インターナショナル（株）
●（株）太陽商会
●川俣婦人会
●（株）エスプリマ
●（株）イノフレックス

＜団体・企業からの物品寄付  19件＞

WE21 ジャパン・グループはこれまで、衣類・雑貨のリユース・
リサイクルや民際協力活動を通じて、環境の保全や貧困の解決
に取り組んできました。“SDGs” は持続可能な社会づくりの共通
言語となってきましたが、自治体、学校、企業、市民など様々な
立場の人たちが同時に立ち上がり、積極的に行動しなければ実
現できません。市民の間では国際協力、環境、貧困など様々な課
題に取り組むNGO/NPO が連携した「SDGs市民社会ネットワー
ク」※が 2016 年に設立されています。私たちも、関心を持ち行動
する人をさらに広げていけるよう、活動を進めていきます。

寄付品のお願い 企業・団体の方へ

ボランティア募集

●パーク２４（株）　　
●（有）タケカワオフィス　　　　
●（株）図
●東芝マイクロエレクトロニクス（株）
●チェルシークラブおおいた
●フューチャークラブ英語教室
●浄蓮寺

500 円で 6人の子
どもたちにゆでたまごが届く

カンボジア「ゆでた
まご募金」を実施（WEショップたま）

認定NPO法人WE21 ジャパン

エス  ディー  ジーズ

目標はどれ？

※URL:https://www.sdgs-japan.net

参考：『私たちが目指す世界～子どものための持続可能な開発目標』
　　　2015 年 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

（敬称略・順不同）

※WE21ジャパン地域NPOがWEショップを運営しています。

2016年12月～2017年10月分
全国の皆様からの物品寄付　総数1,528件

WE21ジャパン　　　  年会費　
正会員  10,000円（個人）　50,000円（団体）
賛助会員 6,000円（個人）   10,000円（団体）
郵便局振替 00210-9-46086（特非）WE21ジャパン

P-B10164

TEL  045-264-9390
Mail  info@we21japan.org
※HPからもお申込みできます。

各WE21ジャパン地域NPO
へ直接お問い合せください。
（右記参照）

お近くのWEショップへ

お問合せ
お問合せ

お問合せWE21ジャパン事務所お問合せ

WE21ジャパン
事務所・エコものセンター・イベントでデータ
入力・発送・販売・仕分けなどの活動。

WE21ジャパングループのWEショップ（55店舗）・事務所で活動して
みませんか？

SDGs の目標を紹介展示（WE21 ジャパン藤沢）


