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　　　　　建設後のモニタリングなどの経費も含まれています。）

この事業に寄付金を通じてご支援いただけます方は、ウェブサイトからPayPalにてご寄付いただくか、同封の払込取
扱票をご利用いただき郵便局窓口にて振替口座までご送金ください。※通信欄に「教育支援」とご記入ください。

口座番号：01610-0-100776　　加入者名：公益社団法人 セカンドハンド

地域住民が集まり新
校舎を熱望

今にも折れそうな腐敗が進む柱

　バッタンバン州北西部、市内から車で1時間半ほ
ど山道を進んだところに位置するオーカック村オー
トゥクビル小学校の建設支援をすることが決定し
ました。
　タイとの国境から15kmに位置するこの村では、
村人たちはキャッサバ＊やとうもろこし、豆などを
栽培したり、タイに仕事を求め出稼ぎをしたりして
生計を立てています。村人達にとって、多くの収入
を安定して得ることのできる出稼ぎは、気候によっ
て左右されやすい農業よりも人気があります。子ど

も達の多くも、5年生くらいになると大半が学校をやめ、タイに仕事を探しに行き
ます。村周辺の他の小学校にも高学年のクラスがなく、このことも中途退学や子どもの出稼ぎを助長し、
悪循環を生んでいます。

　今ある建物は一見立派ですが、とても老朽化しており、雨漏り等によって腐敗した柱は校舎を支えるに
足る強度を残していません。校舎は、風が吹いただけで揺れ、土がむき出しの床は雨水が進入してくると
ぬかるみ、校舎崩壊の危険があります。そのため、休校とせざるを得ない日も多いのが現状です。
　これまで村人たちは自ら校舎の修復を行ってきましたが、どれも一時しのぎにしかならず、一日も早い
新しい校舎の建設を望んでいます。
　新校舎は1棟3教室の予定で、午前・午後の2部制で6年生までの授業が可能です。

　校長先生は25歳と若いですが、新校舎の配置図をパソコンで作成し提案するなど、とても意欲的であ
り、人一倍熱意が感じられます。地域住民からの信頼も厚く、今後住民らが行う予定の盛り土やペンキ塗
りなどの作業も、校長が中心となって進めていってくれると期待しています。
　＊キャッサバ：熱帯低木で食用のみならず工業原料として利用できる植物

検索セカンドハンド  Facebook

「セカンドハンド」は、ボランティアが主体となって運営する国際協力団体です。主な支援先はカンボジアで、
学校建設や奨学金支援などのほか、自立・医療・孤児院支援を行っています。資金源は皆様のご寄付とチャリ
ティーショップ（提供された品物を無報酬のボランティアスタッフが販売）。一人ひとりの力は小さくても集ま
れば大きな力となる」をモットーに活動しています。世界の誰かのために、あなたの力を貸してください。

商品提供やご寄付など、支援してくださった皆様へのお礼とご報告は、このニュースレターにかえさせていただきます。
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　2014年2月から3年間実施したJICA草の根技術協力事業で、
救急医療のリーダーとして2度の来日研修を受けたチョムラウン医
師。彼が院長を務めるスヴァイティアップ病院の救急救命室の建設
支援を行うことが決定しました！
　スヴァイティアップ病院は、州の中心部から約12km離れた場所
にある人口130,830人の地域のCPA1＊の病院です。一日平均20
名の外来患者、年間1,000名を超える入院患者を抱えています。現
在、入院患者に対して部屋数が足りず、病棟は6部屋、ベッドは30
床しかありません。ベッドを廊下に出しても足りず、多くの人が床に
寝たりしている状況です。今後数年かけて病院を拡大していく計画
があり、政府への要請や地域住民からの寄付などを募っています
が、最初に建設する予定だった救急救命室の基礎を建てたところ
で資金不足になり計画がストップしています。救急救命室が新しく
できることで、一部屋を入院患者用に充てることができます。
　支援額：約100万円
　＊CPAとは、「Complementary Package of Activities」の略で州立病
院を規模によって3つに分類したものです。CPA3の病院は州の中で一
番規模が大きく医療機材を多く有する病院で、順にCPA2、CPA1と規
模が小さくなります。

医療支援

スヴァイリエン州　スヴァイティアップ病院
救急救命室建設支援

部屋が足りず廊下で寝る入院患者達

チョムラウン医師

　新たに救急救命
室ができることで、
多くの患者の命を
助けられるだけでな
く、病院スタッフの
モチベーションを高
めることにも繋がり
ます！

　2016年度の医療支援として、コズマック病院の内視鏡支援のため、現地の光源装置に合う中古のファイ
バースコープを日本国内で探していましたが、現地で使用している光源装置が海外仕様（ヨーロッパ）の為、
日本国内での購入は不可能であることが判明いたしました。
　カンボジア国内での購入や日本国内で新しい光源装置の購入など様々な方法での支援を考えました
が、いずれも当初予定していた金額を大幅に超え600万円以上の支援となることから、一旦、内視鏡を購
入する支援については中止とすることとしました。これまで内視鏡支援としていただいたご寄付は、上記
の2017年度の医療支援に充てさせていただきます。皆様のご理解を頂きますようお願いします。

内視鏡支援中止のお知らせ

緊急支援

エクアドル地震報告
　2016年4月16日に発生したエクアドル地震において多くの方々が被災されました。被災地域マナビ県にて
活動中であったJICAボランティアは、被災地の支援活動として、公益社団法人セカンドハンド様を通じ、日本か
らいただいた支援金（402,592円）を全額、エクアドル国内被災地域の方々への支援に使用させて頂きまし
たことをご報告します。遠く離れた日本より本当に多くの温かいご支援を頂き、心よりお礼申し上げます。

〔文：鍵本亜衣　青年海外協力隊・理学療法士〕

エクアドル

支援金総額：402,592円（受付期間：2016年5月～2016年12月）
支援品の内訳：テント、ウェットティッシュ、石鹸、ボールペン、ツナ缶、米、袋、油、バスタオル、ビニールシート、魚網
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教育支援

奨学金支援
スカラーペアレント募集中！

　セカンドハンドと連携してピアニカ支援を行ってくれた現地NGOスタッフのボレット
さんより、報告が届きました！
　「2016年8月にピアニカをいただいてから約半年。首都プノンペン市北西部のスラ
ム街に住む子ども達に隔週でピアニカの使い方の指導をしています。今ではほとんど
の子ども達が国歌とダエンダイクマエ（カンボジアの古い行進曲）の2曲を演奏するこ
とができます」

ピアニカで国歌演奏！

ピアニカ支援募金は、3月31日をもって終了とさせて頂きました。皆さまよりお預かりしたご寄付の合計は
21,275円となりました。ピアニカ支援にご協力頂いた皆さま、ありがとうございました。

　2017年10月の新学期から奨学金支援を希望する生徒のうち、2名をご紹介します！

Vanna　Sereyvuth
（ブットくん）

中学3年生（2017年10月～）15歳
将来の夢：販売職もしくは
　　　　　クメール語の教師

　父、母、姉の4人暮らし。お父さんは、会社で販売
の仕事をしており、お母さんも家で細々とお店をして
いる。両親二人が共働きの状態ではあるが、子ども
達を学校に通わせる余裕がない。将来の夢は父のよ
うに会社で働くか、クメール語の教師。「カンボジア
の子ども達に高校に行く前に読み書きができるよう
になって欲しい」と語ってくれた。

Keo　Kimleang
（キムレンさん）

高校1年生（2017年10月～）15歳
将来の夢：経理

　空いた時間ができればクメール語の勉強をするほ
ど勉強熱心なキムレンさんは、父、母、姉の4人暮ら
し。お父さんはトゥクトゥク（三輪タクシー）のドライ
バーで収入が安定しない。お母さんは会社で働いて
いて定期的な収入は得られるものの低賃金のため、
2人の子どもを学校に通わせる余裕がない。また、両
親ともに高齢（父：57歳、母：50歳）ということで長
く働けないかもしれないという不安を抱いている。

●スカラーペアレント制度
　2012年にスタートしたセカンドハンドの奨学金支援制度。日本の支援者が貧しくて学校に通い続けることのできないカ
ンボジアの中高生の里親となり、学校に通い、学び続けられるよう経済的に支援します。「勉強して夢を叶えたい」「将来社
会に貢献したい」という想いをもちながら貧しくて学校に通えない生徒がたくさんいます。遠い日本からでも月額3,000円
で彼らの夢を支えられるのがこの制度です。支援は、個人でも、お友達同士やサークルなどのグループでも可能です。

セカンドハンド・ユースが高校入学時から奨学金支援を続け、無事に2015年に大学を卒業した
Lai Reatrey（リトレイ）くんからメッセージが届きました！

卒業生からのメッセージ

　大学で会計を勉強し、2015年に無事に卒業しました。セカンドハンドとユースメンバーの支
援は僕にチャンスと希望をくれました。支援がなければ学校に行けず、ホームレスになってい
たと思います。今は、カンボジアの貧しい人々に無償で医療サービスを提供するNGOで経理
担当として働いています。貧しい人々を助けられるこの仕事が大好きです。いつか大学院でマ
ネジメントの勉強をしたいという夢を持っています。夢を叶えるために頑張って働きたいと思
います。皆さんのご支援には本当に感謝しています。皆さんのことはずっと忘れません。あり
がとうございました。 NGOで働いています！

みんなで練習中♪
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　今カンボジ
アで最優先
しなければな
らないのは教

育。貧困から脱出する
為には教育が大切で
ある事と痛感します。
帰国後、今の私ができ
ることは何かと考え、
孤児院を支援する里
親になることを決めま
した。

　もともと国際協力に興味があり、高校
生の頃から丸亀店でお店番ボランティア
をしてきました。私がボランティアしてき
たことで新しい学校が完成したと思う
と、本当に嬉しいです。竣工式という貴
重な場に、セカンドハンドのボランティア
を代表して参加でき、カンボジア行きを
決断してよかったと思っています。セカン
ドハンドは自分のできる範囲で国際協力
できるのが気に入っています。
今後も自分のペースで長く続
けていきたいです。

　漠然とボランティアに参加しよ
うという気持ちから、あの子ども
達のために、何とかしてあげたい
という気持ちに変わった。支援の
対象やその成果が明確になった
ことで、同じボランティアでも今
までよりも大きい達成感が得ら
れると思う。
　自分の目で支援の現場を見るこ

とはとても有意義だ
と感じた。今回渡航に
参加してよかった。

僧侶による
読経

州教育局長による挨拶

SVA
カンボジア
事務所長挨拶

国歌斉唱

児童代表による挨拶

セカンドハンド
理事長挨拶

メダル、感謝状授与

セカンドハンドからの　
プレゼント贈呈

新校舎テープカット

記念帳、譲渡契約書署名

記念撮影・記念植樹

交流会

滞在3日間！カンボジア視察渡航
熱くて濃い、思い出のカンボジア

　2016年2月15日に行われたチョムノブコキ小学校の
竣工式へ参加するため、3人のボランティアと理事長が
カンボジアへ渡りました。

●渡航のきっかけ

小比賀一訓さん
（30代）

　ボランティアの成果をこの
目で見てみたい！

石見和弘さん
（70代）

　セカンドハンドの支援で建
てられた学校と、孤児院の子
ども達の様子を知りたい。

　学校の竣工式で、セカンド
ハンドを支える人たちの温か
い気持ちを伝えてきました。
初めてのカンボジアでした
が、聞くと見るでは大違い。
チョムノブコキ小学校のように、本当に困ってい
る地域の人たちを応援していかなければと痛感
しました。

大西優里さん
（大学生）

自分がこれまでにしてきたボ
ランティアの成果を自分の目
で見たかった。

入国後早速ミニトラブル

夜遅くホテルに
届きました～

三木理事長

１日目
アンコールワット

２日目
孤児院

ラチャナハンディクラフト

A.M5:00 起床

バッタンバ
ン市内から

車で

約1時間･･
･移動はで

こぼこ道

セカンドハンドが支援する「ホームランド孤児院」と「ラチャナハンディクラフト」を訪問

一緒にラ
ンチ

　いろんな境遇の子ど
も達が集まっているけど、
みんな笑顔で明るかった
です！

　家庭環境が複雑な子ど
も達なのに、みんなとても
無邪気で、笑顔がキラキラ
している！逆に元気を
もらえるなぁ。

里親へのメッセージ
ビデオを撮影

　 子ど も達
は非常に明る
くて元気で人
懐っこい。知
人が支援して
いる里子とも

会えました。セカンドハ
ンド20周年式典の際
に来日していたのを思
い出しました。彼女は
大学へ進学したいとの
ことでした。

今後もサポートを続けるとい
う里親からの手紙に涙して喜
ぶスライレアちゃん

　孤児院のあとは、クラフト品をつくっているラチャ
ナを訪問。依頼していた、クラフト品の新商品と高松
保育園の制服を受け取ってきました。

　1997年より多くの孤児を保護し生
活のサポートを行ってきたホームラン
ド孤児院ですが、この度、国中央政府
の方針により、子ども達を積極的に親
元や地域へ返すサポートを行うことに
なったそうです。今後は孤児院としての
活動を少しずつ縮小し、児童センター
のような役割を果たしていきます。ま
た、新事業として、地域の貧しい子ども
達が無償で通える学校運営をスタート
しています！

　子ども達の花
道で、

一気に疲れが吹
き飛びました。

子ども達の「コン
ニーチーハー！」

　   のコールに
涙･･･

　私が日本から持って行っ
たシャボン玉が人気でした！
　子ども達が新しい学校を
喜んでくれて、私もとても嬉
しくなりました。

　教育局の方より、この学校
を次世代も又その次の世代
までも使用できるよう地元の
皆さんで協力して大事にして
ほしいとの言葉、それから親
御さんには子供達を必ず学

校に通わせてください、そしてドラッ
グには絶対に手を付けないでくださ
いとのお話が印象的でした。

この校舎には日本
の多くの人たちの
願いが詰まってい
ます。

　目先の便益のために子ども達に仕事
をさせるよりも、学校に通わせることが
将来大きな利益に繋がるよ！

視察を終えて･･･

３日目
チョムノブコキ小学校

☆ホームランドからのお知らせ☆
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「どんな人達がボランティアしているの～？」

～貴重な！男性ボランティア編～
「どんな人達がボランティアしているの～？」

～貴重な！男性ボランティア編～

【寄付者】青野千恵子、伊賀憲子、伊川典子、伊澤シカ子、石見和弘、今井清、入江治子、鵜川利恵、大谷由美子、大谷芳見、大

波哲、大西優里、岡崎城西高校英語部、岡野一郎、小比賀一訓、柏原裕子、川崎多恵子、河原敏博、北山直子、木村明仁子、公

益財団法人倉岡奨学会、後藤由美子、小林規子、酒井恵津子、白川ふみ、真行寺、神内幾代、田中正利、塚田泰代、鳥かい歯科

医院、沼田章、のぞみ総合法律事務所、久松恵津子、堀口公明、升崎里美、松原志乃、マルイ観光バス株式会社、美濃吉広、宮

地菜穂子、宮本明宜、村上和代、山下英城、山本悟史、山本博美、弓削田裕子、横田千春、吉田正強、吉本房子、渡部豪

【その他】株式会社損保ジャパン、西条一美、天勝丸亀店、永井敬子、吉田愛服飾専門学校、和カフェぐぅ　〈敬称略〉

12/1～2/28までの3ヶ月間にご寄付などでご寄付くださった方々です。その他にも様々な形で
ご協力くださった皆さまありがとうございました。

各地でひろがるセカンドハンドの輪各地でひろがるセカンドハンドの輪

古高松南小学校

　毎年、集めたアル
ミ缶とプル

タブを換金し、セカン
ドハンドに

ご寄付いただいてい
ます。

KTC中央高等学院

　バザーやお店番
などでのボラン

ティアや事務所の大
掃除も手伝って

くれました！さらに、
学校でも値札づ

くりでご協力いただ
いています。

県立高松北中学校生徒
会

　セカンドハンド通
信発送用の郵便

書簡づくりを体験！
ふだんは、勉強

に部活に生徒会に…
と、忙しい毎日

を送っている生徒達
。セカンドハン

ドのボランティアの
皆さんともお

しゃべりしながら、
楽しく作業をし

てくれました！

高松東高校

　2016年度、高松
東高校より延

べ13名の生徒のみ
なさんがボラ

ンティアに来てくれ
ました！けや

き市場でのバザー
や、ワーク

ショップ開催時の運
営ボランティ

アとして大活躍でし
た。

香川県教育委員会より
感謝状

　セカンドハンド本
部に三木高校の篠原

校長

先生と塩田教頭先生
がお見えになり、香

川県

教育委員会からのイ
ンターンシップ受け

入れ

に関する感謝状を、
直接職員に手渡しし

てく

ださいました。

　セカンドハンドで
は、毎年県内の中学

校・

高校からのインター
ンを受け入れていま

す。

内容は、街頭募金活
動や事務局職員の仕

事体

験、お店体験など目
的によって様々です

。

　ここでは紹介しきれません
が、この他にもたくさんの学校
関係の方々にご協力いただいて
います。ボランティア体験・職場
体験やインターンなどの体験学
習先を探している学校や企業の
方々がいらっしゃいましたら、ぜ
ひ一度ご相談下さい☆

☆国際協力ワークショップ開催☆

　1月29日、「国際協力ワークショップ体験会」と題し、楽しみながら、国際協
力について考えるきっかけにしてもらうためのワークショップを開催しました。
約30名のボランティアや大学生・高校生が集まってくれました。老若男女が集
まり、それぞれアイディアを出し合い、主体的に取り組んでいただきました。ま
た、ワークショップの最後には、それぞれ「自分にできる国際協力について発表
し、各々の学びを共有し合いました。セカンドハンドでは今後も国際協力を身
近に感じられるワークショップや報告会などを実施していきます。

倉庫で仕分け作業体
験！
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第18
弾!! 「どんな人達がボランティアしているの～？」「どんな人達がボランティアしているの～？」

～貴重な！男性ボランティア編～～貴重な！男性ボランティア編～
「どんな人達がボランティアしているの～？」「どんな人達がボランティアしているの～？」

～貴重な！男性ボランティア編～～貴重な！男性ボランティア編～
「どんな人達がボランティアしているの～？」

～貴重な！男性ボランティア編～

（イベントには欠かせない存在！お店番から
搬入搬出作業まで大活躍です！）　

　昨年、還暦を迎え、「還暦とは暦が一周して元に戻ること」
と聞いたので、これは何か新しい事を始めなければと思い、1年
ほど前からセカンドハンドでボランティアをしています。ユニセ
フへの募金も十年以上続けているのですが、「お金を出すだけ
ではダメなのでは…やはり自分で動いて何かの役に立たなくて
は…」という思いもありました。セカンドハンドでは、イベント出
店の販売や運搬のお手伝いをしています。楽しんでやっている
活動が、カンボジアの子ども達の笑顔につながっていると思う
と嬉しいです。
　セカンドハンドに限らず、「ボランティア」をしている男性は
少ないように思います。もっと男性のボランティアが多くなれ
ばいいですね。私は、ボランティアは自己満足で良いと思って
います。周りから何を言われようが、やらないよりはやった方
が良い、人の役に立つのは気持ちの良いものですよ～！

セカンドハンドで数少ない男性ボランティアのお二人をご紹介♪

（パソコン作業が得意！動画編集などをササッ
とこなす頼れる存在です！）

　仕事が休みの日に、みんなで何か一緒にできることをやりたい
と思い、ボランティアを始めました。パソコン関係の仕事をしてい
るので、その技術を活かして、動画編集などパソコンを使った作業
でボランティアをしています。今までの仕事で培った技術が、仕事
以外の場でも活かされて嬉しいです。セカンドハンドは「次は○○
の作業をお願いできれば・・」という風に頼ってくれるので、ボラン
ティアを続けやすいし、ボランティアの側からもいろんな提案がで
きるので面白いです。
　パソコンを使った作業以外の他のイベントにも参加しています。
セカンドハンドにはいろんな経験をしてきた人たちがたくさんいる
ので、そういう人たちと会って話しができる、というのも魅力です。
　いろんなイベントのことも、メールなどでこまめに情報提供して
くれるので、自分のタイミングで参加できるのがいいところだと思
います。今後もいろんなイベントに参加したいです！

多久和 徳一郎さん（20代）片山 績さん（60代）

各地でひろがるセカンドハンドの輪各地でひろがるセカンドハンドの輪各地でひろがるセカンドハンドの輪各地でひろがるセカンドハンドの輪各地でひろがるセカンドハンドの輪
セカンドハンド・ユース

　こんにちは、セカンドハン
ド・ユースの片山です。私たち
は今、カンボジアの5人の中高
生が学校に通えるように奨学金
支援を行っています。2016年
度に募金活動等を通して集まっ
た金額は121,466円でした。
こんなにも多くのお金を集める
ことができたのは、募金などを
通して支えてくださった皆様の
お陰です。ありがとうございました。
　4月15日に募金活動、29日に香川県立保健医療大学ヨガサー
クルさんとのコラボイベントを行い、5月はフェアトレードまつ
りinかがわ2017に出店予定です。新メンバーや、募金活動を一
緒にやってくださる方も募集しています。興味のある方は、メー
ルにてご連絡ください！
セカンドハンド・ユース（代表：片山）：

　secondhand_youth@yahoo.co.jp

募金活動一緒にしませんか？

関東在住の方、一緒にイベント出店しましょう！

　3月12日（日）、横浜市で開催された
「WEフェスタ春2017」に出店しまし
た。神奈川県でチャリティーショップを
展開されているNPO法人WE21ジャパ
ンさん主催のイベントでした。当日は人
出が多く、また国際協力に興味があるお
客さんも比較的多くいたこともあり、売
上は18,550円でした！
　5月3～4日には代々木公園で開催され
るカンボジアフェスタに出店予定です！

セカンドハンド関東

笑いヨガ×セカンドハンド・ユース 「笑ってチャリティーしようよ！」
日　時：4月29日（土）13時～15時
場　所：IKODE瓦町大会議室1（瓦町FLAG8階）
内　容：香川県立保健医療大学ヨガサークルとセカンドハンド・ユースで
　　　　開催する笑いヨガ体験（笑いヨガ、各団体の活動紹介）
参加費：500円（中高校生200円、小学生以下無料）
　　　　　※頂いたお金は全て5人の中高生の授業料になります
申込み：4月28日（金）までにセカンドハンド・ユースもしくは
　　　　セカンドハンド事務局にご連絡ください

◆カンボジアフェスティバル2017
日時：5月3日（水）・4日（木）10時～19時
会場：東京都代々木公園イベント広場＋野外ステージ
◆浦和手作り市
日時：6月6日（火）～8日（木）
　　　10時～17時半（8日のみ17時まで）
場所：夢工房MARUYAMA（埼玉県さいたま市
　　　浦和区仲町2-13-14（裏門通り））



☆このセカンドハンド通信は3ヵ月に一度発行しています。封筒作り、発送作業等をボランティアで行い、年4回会員（SOS会員や商品提供者等）に、その内2回を
　全国の支援者へ無料で発送しています。購読希望の方は、ハガキ、FAX、メールなどでお申し込みください。
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■セカンドハンド本部〈3F〉
■高松店〈1F〉
   〒760-0055
   高松市観光通1-1-18
   TEL：087-861-9928
   営業時間：
　月～金　10時～16時
　　土　　11時～15時
　日・祝日は定休日
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   〒760-0040
   高松市片原町9-1
   TEL：087-822-3552
   営業時間：
　月～金   10時～18時
　土・日・祝日 10時～17時
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■セカンドハンド北海道
   吉田
   （Email）2hand.hokkaido@gmail.com
   http：//www.facebook.com/secondhandhokkaido

■セカンドハンド関東
   阿部　（Email）2hand.kanntou@gmail.com

■セカンドハンド大阪
   徳　   (E-mail) tokuyo@d1.dion.ne.jp

お店番、仕分け作業、事務、イベント運営、チャリティーショップやセカンドハンドの運営を支えてください。ボランティア募集！

セカンドハンド　イベント＆ボランティア情報 月々の会計報告書はセカンドハンド店頭に掲示しています。

日　程 内　容
4月20日（木）

4月23日（日）・24日（月）

4月29日（土・祝）

5月3日（水）・4日（木）

5月3日（水）・4日（木）

5月18日（木）

5月中旬（日）

5月27日（土）

6月6日（火）～8日（木）

6月15日（木）

7月20日（木）

7月22日（土）

セカンドハンド本部

けやき市場（セカンドハンド片原町店隣）

IKODE瓦町大会議室1（瓦町FLAG8階）

丸亀城内

代々木公園（東京都）

セカンドハンド本部

サンポート高松

【総会・カンボジア渡航報告会】

IKODE瓦町大会議室2（瓦町FLAG8階）

【交流会】海鮮問屋仲見世（高松市瓦町1-11-1）

夢工房MARUYAMA（埼玉県）

セカンドハンド本部

セカンドハンド本部

セカンドハンド本部

4月のボランティア体験デー

布・手芸用品セール

笑いヨガ×セカンドハンド・ユース「笑ってチャリティーしようよ！」

丸亀お城まつり

カンボジアフェスティバル2017

5月のボランティア体験デー

フェアトレードまつりinかがわ2017

浦和手作り市

6月のボランティア体験デー

7月のボランティア体験デー

セカンドハンド通信89号発送作業

場　所

通信発送について
お知らせとご協力のお願い

　2015年度よりセカンドハンド通信の無料発送を年2回（4月・10月）とし
ております。ただし、年間1,000円以上のご寄付をいただいている方、商
品提供者、SOS会員には、引き続き年4回無料でご送付いたします。読み
やすく、成果がみえ、学べる通信を目指して制作しております。制作・郵
送費カンパとして年間1,000円以上のご寄付で応援してください！

Second hand Official Supporter：
SOS会員募集

　SOS会員はセカンドハンドのファンクラブのようなもの。ファンとして活
動を支えてください！お申し込みは同封の払込用紙のご利用もしくは定
額自動引き落としもご利用いただけます。お名前、ご住所を事務局までお
知らせいただければ、所定の申込用紙を郵送いたします。
（セカンドハンドのウェブサイトからもダウンロードできます）

◆皆様への手数料等のご負担はありません。
◆会費は寄付金控除の対象となります。
◆特典：報告書などの無料送付
　　　　カンボジア商品の割引購入
　　　　主催コンサート時の優待席確保　ほか

個人

法人

学生

月々

一口　1,000円

一口　2,000円

1年一括

一口　12,000円

一口　24,000円

　　　　3,000円 商品提供の受付
春物衣類：4月中旬まで
夏物衣類：4月中旬から7月中旬まで
※季節を問わない物に関しては常時受付可
【持込先】セカンドハンド高松店
【送り先】これまでセシールさんに倉庫での荷物受取りをご協力い

ただいていましたが、ご都合によりご協力いただけなく
なったため、当面は下記宛に送付お願い致します。受取り
場所などが決まれば、お知らせします。

ゆうパック

電　話

087-861-9928

郵便番号

760-8799

宛　先

香川県高松市
高松中央郵便局留
高松市観光通1-1-18

クロネコヤマト 760-0051
香川県高松市田町12-7
ダブルス和田1階　
高松田町センター止め

宛　名

公益社団法人
セカンドハンド

余ってませんか？提供してください！
　白コピー用紙・色コピー用紙（どちらもA4サイズ）、水のり・固形の
り、ポータブルDVDプレーヤー、蛍光灯（メーカーや型番はお問い合
わせください）、タープテント、養生テープ

新しい店舗を探しています！
　新店舗を借りるべく、物件探しを行っています。条件に合わないもの
でも、こんな物件あります！など情報があればぜひお知らせください！

所在地：高松市郊外　　　駐車場：有り（5台以上）
賃　料：できる限り安くお借りしたいです！

●希望条件

【総会】15：00～16：00　参加費：無料（※資料が必要な方は資料代300円）
　　　申込み期限：5月20日（土）
【カンボジア渡航報告会】16：15～17：00　参加費：無料
【交流会】18：00～20：00　食事代：4,000円（食事＆飲み放題）
　　　　申込み期限：5月20日（土）
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