
ホームランドスクール
保健衛生指導者育成プロジェクト

☆ホームランド孤児院からのお知らせ☆

孤 児 院 支 援

　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、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、地域の貧しい子ども達が無償で通えるホームランドスクールの運
営を行っていきます。

2017年7月24日
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E-mail:jimukyoku2hand@yahoo.co.jp
ブログ：https://koekihojinsecondhand.wordpress.com/
Facebookもしています！

http://2nd-hand.main.jp/

公益社団法人 セカンドハンド　本部事務局 087-861-9928

あなたの手を、 世界の誰かに。

　カンボジアでは、基礎的な衛生習慣が日本ほ
ど根付いていません。食べる前に手を洗う習慣は
なく、また乳歯の間に虫歯になるのは問題ないと
考える人もいます。セカンドハンドがフォスターペ
アレント制度で運営支援を続けているホームラン
ド孤児院も例外ではありません。しかし、これで
は子ども達の健康上問題があります。
　そこで、セカンドハンドではホームランド孤児
院が運営するホームランドスクールで、教員やス
クールに通っている子ども達を対象に、手洗い・
歯磨きの基本的な保健衛生教育を行うことにし
ました。
　香川県立保健医療大学の看護学科公衆衛生
看護学準教授辻よしみ先生を専門家として現地
へ派遣し、スタッフへの保健衛生指導や事業へ
のアドバイス等をして頂く予定です。また、同大
学の看護学科で学んでいる学生2名にアシスタ

ントとして同行してもらい、専門性を活かしなが
ら、参加者にとって親しみやすく、そしてスムーズ
に遂行できるワークショップを目指します。
　8月のカンボジア視察渡航でこのプロジェクト
の事前調査をします。この調査では、より詳しい
生活情報を得るために、スタッフや子ども達への
アンケートやヒアリング調査を行います。その様
子は次号でご報告します！

検索セカンドハンド  Facebook

　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「孤児院支援」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

　スタッフと子ども達が正しい手洗い・歯磨きの仕方を学ぶことはとても
重要だと考えています。学んだことを家族や友達に教え、地域に広げてい
くこともできます。スタッフと子ども達もこのプロジェクトが終わった時に
どのような変化があるのか楽しみにしているようです。

ホームランドスクール代表
マオラーンさん

「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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教育支援

　スヴァイティアップ病院の救急救命室の建設が4月から始まりました！レン
ガを積み上げ、建設作業が着々と進んでいます。当初は5月末までに完成する
との連絡を受けていましたが、雨期のため材料が届くのが遅れ、作業が少し
遅れているようです。ただ完成は間近のようですので、8月のカンボジア視察
渡航で、職員が現地を訪問し、完成した姿を確認してきます。その様子は次号
でご報告します！

　前号で支援決定のお知らせをしたオートゥクビル小学校は、
バッタンバン州北西部、市内から車で一時間半ほどに位置して
います。新校舎の建設はこの春から始まり、7名の経験豊富な

男性作業員が中心になり雨季に入っ
た現在も少しずつ作業が進められて
います。建設現場から市場までが遠
いため作業員に食事や水を提供する
のが難しく、特に一年で最も暑い4月
はとても厳しい環境の中での作業と
なったようです。

オートゥクビル小学校　建設中！

医療支援

スヴァイティアップ病院救急救命室　建設中！

フーウン・ハイくん
12歳

　以前の校舎はひどい状態
だったので、今建設中の新校舎
やトイレ、貯水タンクを見ると
とても嬉しいです。以前は、騒
音や暑さで授業に集中できま
せんでした。将来は、教員にな
りたいです。中学校でも高校で
も、ずっと勉強を続けていきた
いと思っています。新校舎と施
設のご支援、ありがとうござい
ます。

自立支援

フェアトレード商品　新商品アイディア募集！
　セカンドハンドが支援する現地NGOで一つ一つ丁寧に作られているバッグ
やポーチなどの商品。農村部などで暮らす貧困の女性達が訓練を受け製作し
たものをセカンドハンドが購入することで生活収入となり、彼女達の経済的自
立に繋がっています。これまでにセカンドハンドが仕入れた商品の種類は、約
240点にものぼります。日本人にとって使いやすい色・形にこだわり、生産者
との間で何度も意見交換をしながら出来上がった商品も数多くあります。
　今回新たな商品を開発することになりました！幅広い年代の方に手にとっても
らえる商品を作りたいと思っています。「こんな商品があったら嬉しい」など、皆
さんのアイディアをぜひお聞かせ下さい。

　お手紙かFAX、メール、Facebookのメッセージでも可。商品の説明（写真や図があると分かりやすいです）に
加え、住所、お名前、電話番号を明記の上、セカンドハンド事務局までお送り下さい。アイディアを採用された方に
は、完成した商品をプレゼント！また、ブログやFacebook等でもご紹介させて頂きます。

アイディア応募方法
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　5月27日に2017年セカンドハンド総会を開催しました。2016年度の活動報告、決算報告の審議に加え、
2017年度の活動計画も報告しました。また、これまで長年セカンドハンドに携わってくださった理事が、今回
の総会をもって数名退任したこともあり、今回から新たに理事・監事に就任された6名の方（下記でご紹介！）
と、引き続き継続される3名の方について紹介させていただきました。引き続
き、「支援者の皆様の力を最大限に活かし、助けを求める声に手を差し伸べ
ることが出来る団体」として活動を続けていきたいと考えています。皆様から
のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
　総会後には2016年度に視察渡航に行かれた皆さんにご協力いただき、パ
ネルディスカッション形式の報告会を開催。渡航前の気持ちや、カンボジアの
印象等、視察渡航に参加しての感想をざっくばらんに話していただきました。
　その後は恒例の交流会。ボランティアの皆さんや理事、カンボジアから香
川大学への留学生も参加し、年代、国境を越えた楽しい時間を過ごす事がで
きました。

総会を開催しました！

新役員の皆様をご紹介！

　今年度より「わいわい会」がスタート！「わいわい会」は、ボランティ
アの皆さん、理事、職員など、セカンドハンドに関わる人たちがみんな
で考え、みんなで動かすセカンドハンドの運営を目指しています。話し
合う内容は、チャリティーショップの運営について、カンボジアでの支
援のこと、イベント企画等、様々です。セカンドハンドに関わってくだ
さっている方ならどなたでも参加することができます。ぜひ一緒に考
えてください。

スタッフミーティングが生まれ変わりました☆

日時：奇数月第3土曜日13：00～15：00　
※イベント等により、変更となる場合があります。参加をご希望の方は前日までに事務局へご連絡ください！

5月の「わいわい
会」では多くの

ボランティアの方
に参加いただき

ました！

渡航報告会では「Yes」「No」の札で
盛り上がりました

理事　石見 和弘さん
セカンドハンド

ボランティアスタッフ

理事　高島 清磨さん
JA香川中央会
代表監事

理事　田村 美津子さん
JICA四国　職員

理事　中村 康人さん
株式会社瀬戸内海放送
報道クリエイティブユニット

グループリーダー
（アナウンサー）

理事　横田 千春さん
セカンドハンド

ボランティアスタッフ

監事　稲葉 年信さん
セカンドハンド

ボランティアスタッフ

※肩書きは5月就任時のものです。
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セカンドハンドくんが行く！

　買ったけど着ていない服、昔は使っていたけどもう使わない食器等、家で出る不用品を
皆さんはどのように処理していますか？リサイクルショップやネットオークションで売る、
ゴミに出す等、様々な選択肢がある中で、セカンドハンドには、年間延べ約2000名の方
が品物提供でご協力してくださっています。その内100名の方々にアンケートでご協力い
ただき、どんな物を、どんな思いで提供してくださっているのかを伺いました！

「品物提供で国際協力」の巻き

Q1  いつから品物を提供いただいていますか？

Q3  どんな思いで品物を提供していただきましたか？

Q2  今回はどんな物をご提供いただきましたか？

今回初めて
6%

一年以上前から
10%

その他
4%

数年前から
53%

衣類
39%

食器
12%

雑貨・日用品
23%

くつ・かばん
17%

その他
9%

10年以上前から
27%

新品同様の衣類ばかり

を丁寧にたたんで送っ

てきてくれました！

リサイクルショップに持ってい
けば売れるけど、その分をセカ
ンドハンドに寄付するつもりで
送りました。

自分で買っておきながら、殆
ど着なかった服に罪悪感が
あったが、誰かが気に入ってく
だされば嬉しく、ひいては途
上国への援助になれば尚嬉
しい！
（高松市・女性・P様）

ゴミで出すより活用してくれる
人がいれば有益かと考えた。
現金寄付だけでなく、物の寄付
も取り組んでみようと考えた。
（高松市・男性・T.A様）

資源として使用できるものは
みんなで使っていくこと。少
しでも世界の人の手助けを自
分の出来ることからしていき
たい。
（高松市・女性・R.M様）

送料がかかったとしても有効利用
して欲しいという気持ちがありま
す。カンボジアの悲惨な過去を
知っているから、幸せな国になっ
て欲しい。
（京都府・女性・匿名希望様）

注意事項
・郵送でのご提供の場合、セカンドハンド高松店(上記住所)にお送りください。送料のご負担をお願いいたします。
・お持込みいただく場合、高松店の営業時間内にお願いいたします。
・お持込みいただいた品物は、店頭で確認させていただきます。お受け取りできない品物につきましては、お持ち帰りいただい
ております。予めご了承ください。

JR高松駅
至

マ
ル
ナ
カ

田
町
店

百十四
銀行

市営Ｐ

こ
と
で
ん
瓦
町
駅

商品の持込・送付先
〒760-0055 高松市観光通1-1-18 セカンドハンド高松店
℡087-861-9928
営業：平日10時～16時　土曜11時～15時（定休日：日曜・祝日）

品物提供に関するお願い品物提供に関するお願い品物提供に関するお願い品物提供に関するお願い品物提供に関するお願い
2017年改訂版

　セカンドハンドでは、全国の皆さまからの品物の提供を受け付けています(無償)。いただいた品物は、ボランティアが
主体となって運営するチャリティーショップで販売し、その収益金で主にカンボジア支援を行っています。よりよい支援
を行うために、以下のリストに従い、状態の良いものをご提供くださいますよう願いいたします。　

（岡山県・女性・ひまわり50様）
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【寄付者】青井恵子、青野千恵子、赤尾幸子、伊賀憲子、伊東禎記、井下喜美代、入江治子、荻浦いく弥、加藤昭彦、加藤博子、
鎌田守恭、川崎多恵子、川田貴美子、喜多和也、木村明仁子、清国祐二、久保歯科、香西薫、小竹由美子、後藤キクエ、斉藤和
子、酒井恵津子、塩田浩之・直子、渋谷光子、清水勉、シュエリン公子、白川ふみ、株式会社菅組 相談役 菅善明、杉田螢子、瀬
崎滋雄、大光菊枝、高木和、高倉恒三、田中みつ子、谷和晃、田万幸子、塚田泰代、辻貞子、友近規、鳥かい歯科医院、中澤力、
沼田章、のぞみ総合法律事務所、林田物流株式会社、古高松南小学校、星合尚、升崎里美、松原志乃、美濃吉広、三原主幹、
三原保、宮本明宜、山下英城、横田千春、横山秀敏、吉田正強、吉本房子、若杉淳子
【その他】株式会社損保ジャパン、公益財団法人オイスカ、愛知学泉大学学生会＆岡崎城西高校英語部、YOU倶楽部、西條
一美、天勝丸亀店、永井敬子、和カフェぐう　〈敬称略〉

3/1～5/31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
四国NGOネットワーク

（SNN）
日本チャリティーショップネットワーク

（JCSN）
　四国内の国際協力NGOが相互につながり
ながら市民参加による国際協力活動の広がり
を目指すものです。年に2回開催されるNGO
研修、ラウンドテーブルに職員や理事が参加し
ています。同じ四国内で活動をする国際協力
NGO同士、なかなか集まる機会がない中で、
情報交換ができる貴重な場となっています。

　ウェブサイトは
　　　こちら→http://shikoku-ngo.org/

　全国のチャリティーショップ運営団体が集まり、国内
でのさらなる定着を目指したネットワーク団体です。昨
年度は各ショップの共通指標作成のための商品別販売
点数の調査への協力や、加盟団体のWE21ジャパンが
開催する「WEフェスタ春2017」にセカンドハンド関東
のメンバーがイベント出店するなどしました。国内では
まだ数少ないチャリティーショップを運営する団体が
協力し、運営における課題などの解決に向けた取り組
みも行っています。
　ウェブサイトはこちら→http://charityshop.jp/

事務局スタッフ募集中！
以下のスタッフを募集しています！

■期限付き事務局職員 ■事務局パート職員

■応募方法
以下の3点をセカンドハンド本部事務局人事担当宛へ
送付してください。適任者が決まり次第、応募を締め
切ります。

作文（①応募の動機、②自分がセカンドハンドでど
ういうことができるか）を800字前後でまとめる

カンボジア視察渡航同行メンバー紹介！カンボジア視察渡航同行メンバー紹介！
１．
２．
３．

履歴書（写真貼付）
職務経歴書
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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
セカンドハンド関東

　ゴールデンウィーク中、5月3、4日に代々木公園で開
催されたカンボジアフェスティバルに出店し、フェアト
レード商品の販売を行いました。出店料が高めでした
が、差引き後でも両日で13,550円の収益を上げるこ
とができました。また、千葉や神奈川から駆けつけてく
れたボランティアさんや、大阪や北海道からイベントに
来られ、ブースに顔を
出してくださったセカ
ンドハンド関係者も
いらっしゃるなど、い
つも以上に活気のあ
る出店になりました！
(^o^)

セカンドハンド・ユース

　4月29日に「笑ってチャリティーしようよ！」と題して、香川県立保健医療大学の
皆さんと笑いヨガチャリティーイベントを行いました。参加者の皆さんと笑いの魅
力に迫ることができとても充実したイベントにすることができました。
　5月21日には、フェアトレードまつりinかがわ2017に参加しました。フェアトレー
ドを扱う団体が集まるイベントで、楽しく交流しながら、フェアトレード商品とコー
ヒーの販売をさせて頂きました。これらのイベントを通して、新しい出会いを経験
できるのもユースの魅力だと実感することができました。これからも色々な繋がり
を大切にしながら、活動していきたいと思います。
　8月には、セカンドハンド・ユースのメンバー3人がカンボジア渡航をする予定で
す。この様子はまた次回報告させて頂きます。
　セカンドハンド・ユース：secondhand_youth@yahoo.co.jp

初出店のカンボジアフェスティバル♪

セカンドハンド北海道

　7月1日、2日と大通公園10丁目でフェアトレード
フェスタ2017inさっぽろが行われ、セカンドハンド
北海道は2日目のみ参加しました。今年15回目の節
目を迎えるこのフェスタには、長らく実行委員として
フェアトレードの普及に貢献した女性への追悼の気
持ちも込められています。
経営する雑貨店でセカンド
ハンドの商品を扱ってくれ
たこともありました。彼女の
遺志を継ぎ、地道にフェアト
レードを推進していきたい
と思います。

収益は21,250円となりました！

高松大学の学生も手伝いに来てくれた
フェアトレードまつり★

カンボジア視察渡航同行メンバー紹介！カンボジア視察渡航同行メンバー紹介！カンボジア視察渡航同行メンバー紹介！カンボジア視察渡航同行メンバー紹介！カンボジア視察渡航同行メンバー紹介！

　今回の渡航で普段私たちが支援して
いる学生たちの生活や現状をしっかり
と見てきたいと思います。普段は高松で
の活動が主にですが、実際にカンボジ
アに行くことによって、ユースやセカンド
ハンドでの活動に還元できるよう新し
い発見や学びを大切にし、意味のある8
日間を過ごしてきたいです。

首藤　沙希さん
　（香川大学・経済学部・2年）

　私は様々なセカンドハンドの活動に参
加させてもらううちに実際に支援先の人
との交流や、カンボジアの文化に触れた
いと思うようになり今回参加することを
決めました。このような貴重な機会を頂
けたことに感謝しながら、現地の状況を
肌で感じ、今後のセカンドハンドの活動
に還元できるようしっかりと学んできた
いと思います。

三澤　友喜乃さん
　（香川県立保健医療大学
　　・保健医療学部・2年）

　今回が私にとって二度目のカンボジア
渡航になります。前回は一年生の秋に現
地に赴き貴重な経験をさせていただき
ました。今回の渡航では、私たちセカンド
ハンド・ユースが日頃どのような活動をし
ているのかカンボジアの学生に報告で
きればと思っています。カンボジア渡航、
より実り多いものにしたいです。

原　雄一朗さん
　（香川大学・経済学部・3年）

8月のカンボジア視察渡航に同行するセカンドハンド・ユースメンバー3名をご紹介！



☆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
　お盆休み　8/11（金）～8/15（火）
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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

セ
カ
ン
ド
ハ
ン
ド

片
原
町
店

三友堂
高松中央
郵便局

三
越

フ
ェ
リ
ー
通
り

ラ
イ
オ
ン
通
り

丸
亀
町
商
店
街

駐輪場

片原町商店街兵庫町

セ
カ
ン
ド
ハ
ン
ド

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

■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！

通信発送について
お知らせとご協力のお願い

　セカンドハンド通信は年4回発行しており、その内、年2回
（4月・10月）を無料発送としております。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、年
4回無料でお送りさせていただきます。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！

商品提供の受付
送り先が変わりました！

夏物衣類：7月中旬まで
秋物衣類：7月中旬から9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】〒760-0055 高松市観光通1-1-18
　　　　セカンドハンド高松店

余っていませんか？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

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

8月11日（金）～17日（木）

8月24日（木）

9月2日（土）

9月9日（土）～17日（日）

9月21日（木）

9月25日（月）～29日（金）

9月30日（土）

9月30日（土）～10月1日（日）

10月9日（月・祝）

カンボジア視察渡航

8月のボランティア体験デー

カンボジア視察渡航報告会

カンボジア渡航（保健衛生指導者育成プロジェクト）

9月のボランティア体験デー

ボランティア体験ウィーク

ボランティアわいわい会

セカンドハンド通信90号発送作業

かがわ国際フェスタ2017

セカンドハンド本部

エナジーサロン（瓦町FLAG9階）

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

セカンドハンド本部

アイパル香川

場　所

Second hand Official Supporter：
SOS会員募集

　教育支援・医療支援などの特定目的ではなく、セカンドハンド
の活動を全般的に支えていただくSOS会員（賛助会員）制度が
あります。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
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