
2017年夏からスタート。指導者の保健衛生教育の知識や技術の向上、子ども達や地域
住民の保健衛生の向上を目指した事業です！

　この事業の第3回目の現地指導を8月に行います。今回も
香川県立保健医療大学にご協力頂き、看護学科の堀美紀子
先生を専門家として現地へ派遣します。また、事業のアシス
タントとして、同大学で学ぶ別枝成美さん（臨床検査学科3
年）、宮崎朋子さん（看護学科2年）の2名も同行し、それぞ
れの専門性を活かしながら先生の指導をサポートしていた
だきます。
　今回の指導では、過去2回で行った手洗い指導の更なる
定着を目指した取り組みに加え、新たに歯磨き指導も行う
予定です。事前準備の様子

専門家　堀美紀子先生（香川県立保健医療大学看護学科）
　第3回目の専門家として参加させていただくことになりました。たいへん貴重な機会
をいただき感謝申し上げます。カンボジアでは手洗いや歯磨きの習慣がなく、伝染性疾
患や虫歯などが問題になっているとうかがいました。今回は、手洗いを習慣づける指導
に加え、歯磨きやうがいなど口腔内の清潔を中心に指導する予定です。子どもたちや地

域の人々が何を必要としているのか、病気の予防のために手軽に平易にでき習慣化しやすい方法はな
いか、どのように啓発すればよいかなどを現地の指導者とともに学びあい、考える活動ができればと
思っています。学生やセカンドハンドのスタッフ、現地の指導者の方々と、チームワークよく有意義に活
動してきたいと思います。

別枝成美さん（臨床検査学科3年）

　臨床検査の知識を活かし、アイ
ディアを出し合いながら業務を全
うしたいです。また、持ち前の明る
さを活かして現地でもたくさんの

交流ができればいいなと思っています。

宮崎朋子さん（看護学科2年）

　前回参加した先輩達がとても
活き活きと報告をしているのを見
て、私もぜひ参加したいと思いま
した。私にできることは限られて

いるかもしれませんが、少しでもカンボジアの
方の力になりたいです。

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にてご寄付頂
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下さい。

※通信欄に「孤児院支援」とご記入ください。

「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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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。

検索セカンドハンド  Facebook



緊急支援

中米グアテマラ フエゴ火山噴火
　6月3日にグアテマラ共和国のフエゴ火山が大規模な噴火を起こし、住
民の生活に被害がでています。この火山噴火で被害にあった方を支援す
るために寄付金を募集しています。お預かりした寄付金は現地NGOグア
テマラ青少年の会（Asociacion Gente Joven Guatemala）と連携し、
避難生活を続ける住民のために使わせて頂きます。

平成30年 7月豪雨災害
　7月の豪雨により西日本
を中心に大きな被害が出
ています。この災害で被災
された方々を支援するた
めに寄付金を募集していま
す。お寄せいただいた寄付
金は、日本赤十字社を通し
て、被災された皆さまに届
けます。

奨学金支援

卒業する4名からのメッセージ
　7月に高校を卒業する奨学生4名よりメッセージをいただきました！2名はスカラーペアレント
制度での支援、残り2名はセカンドハンド・ユースが支援をしていました。
　カンボジアの新学期が始まる10月からは新たに5名の奨学生が加わり、スカラーペアレント制
度で2名、大学生奨学金支援制度で2名、セカンドハンド・ユースが7名、計11名の奨学生を支援す
ることになりました！引き続き、ご支援よろしくお願いいたします。

火山灰を被った住民

グアテマラ青少年の会は、グアテマラ西部の貧しい子ども達を支
援している団体です。今回の噴火直後から支援を開始し、避難所

に薬を届けるなどの支援を行っています。今後
も避難所に必要な物資の支援を検討していま
す。

教育支援

　2008年にトマーサムリエン小学校の建設費500
万円のうち300万円を支援してくださったのが、株
式会社ディアーズ・ブレイン様でした。当時、建設支
援に関わったメンバーのうち4名が再集結。校舎完
成から10年が経った、現在のトマーサムリエン小学
校を訪問しました！

10年前に建設支援した学校を再訪！
　トマーサムリエン小学校はプノンペンの北
290km、都市部から遠く離れた場所にあります。
当時、村人の識字率はかなり低かったため、学校建
設の必要性は非常に高く、校舎完成は先生や生徒
のみならず村人にも大変喜ばれました！

皆さまのご支援によって完成した
トマーサムリエン小学校の現在

児童集結でお出迎え！

石原茜さん
　「ねえ、10年前に建てたカンボジアの学校を見に行こうよ！」そんな私の声かけから始まった今回の訪
問。すぐに当時の同期、社員さん、ディアーズ・ブレインの代表、セカンドハンドさんへ連絡しました。そして
みんなとても快く応援してくれて、トマーサムリエン村再訪へ至ったのです。学校に到着すると、先生や村
の人、子ども達が花道を作って歌をうたってくれていて、感激で胸がいっぱいになりました。
　10年前は”箱”だった学校に、子ども達の書いた絵やクメール語の文字が飾ってあったり、植樹した木が
大きくなっていたり、寄贈した本が1部屋丸ごと図書館になっていたり、自前のスクールバス（という名の荷
台）があったり…この10年という月日を経て確かに学校が生きているのを感じました。

株式会社ディアーズ・ブレイン
様のように、学校建設を支援し
てくださる企業・団体等からの
ご支援もお待ちしております！

　私の家族は、一日あたりの収
入が2.5ドルしかなく、とても貧
しい生活をしています。奨学金

支援を受けなければ学校に通うことは出来ません
でした。支援をしてくださった花岡さんに心から
感謝しています。将来は料理人になりたいと思っ
ています。

　私は将来、人事や会計の仕事を
したいと思っています。セカンド
ハンド・ユースのサポートで私は

勉強を続けることができました。私は6人家族で、
とても貧しく、私が学校に通い続けられるだけの
お金はありませんでした。高校を卒業することが
できてとてもうれしく思います。今まで、支援し
てくださりありがとうございました。

　私は将来ホテルのマネージャー
になりたいです。私はいつも、夢
は叶うと思っています。私は夢を

かなえるために大学に行きたいです。私は、ホテ
ルのマネージャーという仕事が、私の家族の生活
を支え、私の人生を今より良くしてくれると信じ
ています。私を支援してくれたセカンドハンド・
ユースにとても感謝しています。

　高校卒業まで私を支援してくだ
さった近藤さん、ありがとうござ
いました。私の家は、収入の約半

分を家賃として支払わなければならず、残った生
活費の中から学費を払って学校に通うのはとても
難しいことでした。支援を受けて高校を卒業でき
ることを嬉しく思います。私は料理人か経営の仕
事がしたいと思っています。

・・・お知らせ・・・
　10月より、奨学金支援（スカラーペアレント制度、大学生奨学金支援）の運営主体が
マリノール（アメリカのNGO）からドイツのNGOである KKEV（カンボジアの子どもを
支援する協会）に移行することになりました。現在支援をしている奨学生については、そ
のままKKEVに引き継がれるため、これまで通りの支援を継続していきます。
　※9月の視察渡航でKKEVを訪問し、詳細を確認します。詳しくは、次号のセカンドハンド通信をご覧ください。

当時の様子はセ
カンドハンド通
信56号をご覧
ください！

緊急支援にご協力いただけます方は、同封の払込取扱票のメッセージ欄に「7月豪雨災害」もしくは「フエゴ火山噴火」とご記入いただき
郵便局にてご送金ください。寄付金は9月14日（金）まで受付けています。

卒業おめでとう！
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イベント情報イベント情報イベント情報 参加者募集中！参加者募集中！参加者募集中！★

セカンドハンド松縄店

松縄店の第一印象は「入りやすい」「キレイ」と回答してくださった方が
多かったです！

おかげさまで、昨年12月7日のオープンから半年を迎えることがで
きました。そこで、来店していただいた方に松縄店についてどう思って
いるのか、を聞いてみました！まだ来店したことがない方にも、松縄店
がどのようなお店なのか知ってもらえたらと思います★

オープ
ン

から
半年
！

　来店者は、高松店や片原町店と比べると男性も多い印象です。幅広い年代の
方々に楽しんでいただけるように様々な商品を取り揃えており、駐車場やキッズ
スペースもあることから、お子様連れで来店される方も多いです。

　松縄店に来店してくださった48名（10～80代男
女）の方にアンケートにご協力いただきました！

　衣類の半額セールも行ってい
ます！随時、店内やSNS等でお
知らせします！

　松縄店では商品が見やすいように、陳列のスペースなども考えながら置いています。店
内の照明もダウンライトで暖かみのある店内。お店に来られた方の中には、「落ち着く」「何
時間でもいられる」と言ってくださる方もいらっしゃいます。

　“幅広い世代に愛されるチャリティーショップ”を目指し、オープンから半年が経ちましたが、支援者の皆さまやボランティアの
方々のおかげで、これまでよりも幅広い年代の方々に来店していただいています。また、多くの方に提供品を持参していただいて
います。松縄店をきっかけに、より多くの世代の方々が国際協力に興味をもっていただけるよう、頑張っていきたいと思います！

キッズスペース☆
講師：
竹本政弘さん
 (家庭教師暦7年)

ハーバリ
ウム作り

体験♪

スイーツデコ作り体験♪

かわいい雑貨や食器も多数♪
２階では

小型家具
や着物を

販売！

フェアト
レード商

品コーナ
ー☆

スイーツデコで
オリジナル貯金箱を

つくろう！
　7月22日(日)と28日
(土)の2回シリーズ(2回目
のみの参加も可)で、オリ
ジナル貯金箱をつくりま
す!時間は11:00～もしく
は13:30～(各回4名様ま
で)で、参加費は1,000円
(うち50円が学校建設支
援に)です。夏休みの工作
にもぴったり☆

(店内の)レイアウトが
かわいらしい所が好き
です。掘り出し物が沢
山あります。

チャリティー
クリスタルボウル演奏会

　ヒーリング
効 果 のある
クリスタルボ
ウルの音色。
講師の竹本
麻美さんより
「クリスタル
ボウルの演奏

が少しでも誰かのためになることが出来た
らうれしいです」とコメントをいただきまし
た。次回は9月22日(土)11～12時に開催し
ます。

チャリティー寺子屋
　8月3日(金)から6日(月)
の4日間、チャリティー寺
子屋を開催!講師は、家庭
教師暦7年の竹本政弘さ
ん。1日4コマ(各50分)、各
コマ先着1名様まで(兄弟
の場合は2名まで可)で、
参加費は1コマ500円(う
ち300円が学校建設支援
に)です。夏休みの宿題も
早めに終わらせてしまお
う!

小学生対象

各イベントの詳細はお問合せください！

松縄店の

第一印象
は？ ご意見・

ご要望等

品物が見や
すい、探し
やすい。

子ども用品から、
女 性 好みの 洋
服、小物のバラン
スがいいと思い
ます。

あたたかい雰
囲気で居心地
がいいです。

少し変わった商
品もあり面白
い。若い人向け
の商品もあり楽
しい。

キレイで清潔感
がある。よく活
用させていただ
いています。

商品が綺麗
で見やすい。
入れ替えが早
くていい。

10代女性

30代女性

30代女性

30代男性

子どものおもち
ゃは充実してい
て良い。メンズ
商品を増やして
ほしい。

30代男性

海外支援に興味
があり、少しで
もカワイイ目を
した子ども達の
力になればあり
がたいです。50代女性

高松店と片原
町店と違う雰
囲気の店の特
長を生かして、
がんばってPR
してください！50代女性

個人的に国際支援は
なかなか難しくハー
ドルが高いので、この
ようなお店で買い物
をすることで少しで
も貢献できるのがあ
りがたいです。

40代女性

40代女性

60代女性

Shihoさん

今着てる服
もここで買
いました！

　松縄店ではこれまでも様々なイベントを
開催しています！チャリティークリスタルボ
ウル演奏会は3月と6月にも開催しました！

常連さ
んの声



-6- -7-

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

【寄付者】青井恵子、青野千恵子、伊賀憲子、石見和弘、今井里夫、入江治子、大波美栄子、岡野道子、柏原裕美、加藤

昭彦、加藤博子、鎌田守恭、川崎多恵子、川田貴美子、岸上ファーム、喜多和也、木村明仁子、清國祐二、葛井昭彦、小

竹由美子、後藤侃子、近藤温子、酒井恵津子、佐野容子、清水純子、清水勉、下地初子、シュエリン公子、白川ふみ、末

澤一誠、瀬崎滋雄、大同ガス産業、高田笙子、田中酒店 田中里栄、谷森裕子、俵恵美、塚田泰代、徳芳郎、鳥かい歯科

医院、鳥養恵子、中澤力、沼田章、のぞみ総合法律事務所、林純子、林田物流株式会社、古高松南小学校、堀口公明、

升崎里美、松原志乃、マンスフィールド雪江、美濃吉広、宮本明宜、山本芳子、横田千春、吉田正強、吉本房子、米山太

【その他】天勝丸亀店、永井敬子、和カフェぐう、サリーガーデン、岡崎城西高校英語部　　〈敬称略〉

3/1～5/31までの3ヶ月間にご寄付などでご支援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。

セカンドハンド北海道

　6月24日「フェアトレードフェスタ2018 inさっぽろに出店しました。あ
いにくの曇り空で気温も上がらず、使い捨てカイロで暖を取りながらの出
店でした。元ボランティアの方、研修中の合間に立ち寄ってくれた方、カン
ボジアで教育支援を行っている団体と協力して自分たちで商品開発を企画
している市内の女子高校生など、今年も嬉しい再会と出会いがありまし
た。次回は12月の国際協力フェスタに出店予定です！

　今年も多くのボランティアの皆さんにご協力いただき、
出店しました。丸亀店閉店以降、丸亀店でボランティアを
してくださっていた方々にお会いできる貴重な機会となっ
ています。好天にも恵まれ、2日間で合計116,760円を売り
上げました！ご協力いただきました皆さま、ありがとうござ
いました！

丸亀お城まつりに出店しました☆

　6月3日、セカンドハンド総会、カンボジア「保健衛生指導
者育成プロジェクト」報告会、ボランティア交流会を開催し
ました。報告会では、3月のカンボジア派遣で実際に現地
指導にあたった香川県立保健医療大学の森西先生と学生
2名より報告していただきました。日本とは異なる環境で
の手荒い指導に試行錯誤しながら取り組んでいただいた
のがよく分かりました。
　夕方からは恒例の交流会！ボランティアの皆さんやユー
スの学生、理事も参加し、美味しい料理と飲み物でわいわ
いと楽しい時間を過ごしました♪

総会・報告会・交流会を開催しました！

報告会の様子

　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の
で、皆様からのご支援、ご協力をよろ
しくお願いいたします。

新理事紹介

　長く三越に勤務され高松支店
長を最後に退職された方です。豊
富なご経験を生かして、店舗運営
等についてご助言いただきます。

吉田莞爾理事（経営コンサルタント）

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！

　2015年10月よりフォスターペアレントと
してホームランドの子どもを支援していま
す。フォスターペアレントになったきっかけ
は、セカンドハンド通信78号に記載されて
いた横田さん（フォスターペアレント）の記
事を読んで、私も何かできるかもしれない、
と思ったからでした。
　今回、視察渡航に同行し、フォスターペア
レントで支援をしているReam Saruくんに
会ってみたいと思っています。カンボジアに
行く日を楽しみにしています。

木村明仁子さん

　大学生のときにセカンドハンドでボランティア
を始め、今年で7年が経ちました。小さな作業で
もカンボジア支援に 「間接的にでも役立てる」
ところに喜びを感じ、今までボランティアを続け
ています。
　これまでの視察渡航の報告会等でカンボジ
アの話を聞いて、実際に自分の目で現地の人 、々
環境、取り巻く現実を見て、それを周囲に伝え
る役割を果たしたいと考えるようになりました。
「カンボジアの今」を見て、「セカンドハンドの
今」を伝える役割を果たしたいと思っています。

小笠寛幸さん

9月のカンボジア視察渡航に同行する2名をご紹介！

セカンドハンド・ユース

次回の街頭募金は8月25日（土）に行います！
一緒に募金活動を行ってくれる方はsecondhand_youth@yahoo.co.jpまでご連絡ください！

4月

　香川県立保健医療大学のヨガ
サークルとのコラボイベント
「笑ってチャリティーイベント」
を開催！53名の方々にご参加い
ただき、笑いあり、笑顔ありの
楽しい時間となりました。

5月

　サンポート高松で行われた
「フェアトレードまつりinかが
わ2018」に出店しました！皆さ
んに私たちの活動や、カンボジ
アについて少しでも知ってもら
える機会になったと思います。

6月

　新メンバーを迎えました！歓
迎会には新メンバーが8人参加
してくれ、楽しい時間になりまし
た。これからもユースの活動を
共に盛り上げていきたいです。
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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
   林　（Email）2hand.kanntou@gmail.com
■セカンドハンド大阪
   徳　（E-mail) tokuyo@d1.dion.ne.jp
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本部・高松店
〒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

セ
カ
ン
ド
ハ
ン
ド

片
原
町
店

三友堂
高松中央
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店
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駐輪場

片原町商店街兵庫町

片原町店
〒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

〒760-0079 高松市松縄町37-5
TEL：080-4999-0494
Email：matsunawa2hand@ymobile.ne.jp
営業時間：平日11時～19時 土日祝11時～18時
　　　　  木曜日は定休日

お盆休み：8月13日（月）～16日（木） お盆休み：8月13日（月）～15日（水）
お盆期間も休まず営業します！

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。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！
セカンドハンド通信は、セカンドハンドのウェブサイトでもご覧
いただけます。

商品提供の受付 送り先が変わりました！
（2017年7月より変更）

夏物衣類：7月下旬まで
秋物衣類：7月中旬から9月下旬まで
※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、松縄店（お持込みは、各店舗

の営業時間内にお願いいたします）
【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（どれもA4サイズ）、水のり・固形のり、ポータブルDVDプレーヤー、トイレットペーパー、
紙袋（大きいサイズが不足しています！）、太字水性ペン（プロッキー）

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。
◆会費は税法上の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

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

毎週水曜日  13時～15時 チャリティー着付け教室　参加費：2,000円
※収益金の一部は支援費となります セカンドハンド松縄店

毎月第3火曜日  13時～15時 ボランティア体験デー セカンドハンド松縄店
毎月第3木曜日  10時～12時 ボランティア体験デー セカンドハンド高松店・本部
7月22日（日）、23日（月） チャリティー古本市 けやき市場

9月22日（土） チャリティー・クリスタルボウル演奏会 セカンドハンド松縄店
10月8日（月・祝） かがわ国際フェスタ（予定） アイパル香川
10月14日（日） みんなでみんなの和い輪いかいin2018 瓦町FLAG 8階・瓦町駅2階改札前

10月27日（土）、28日（日） セカンドハンド通信94号発送作業 瓦町FLAG 8階 大会議室2・
セカンドハンド松縄店

7月22日（日）、28日（土） スイーツデコでオリジナル貯金箱をつくろう！ セカンドハンド松縄店

8月24日（金）～
　　　　　9月6日（木）頃

7月29日（日） YOU倶楽部チャリティーパーティー 名古屋市内

7月29日（日） 自分からできる国際協力って何だろう？
フェアトレード×青年海外協力隊体験談 JICA四国　1Fフリースペース

8月3日（金）～6日（月） チャリティー寺子屋 セカンドハンド松縄店

場　所

「保健衛生指導者育成プロジェクト」専門家派遣
カンボジア視察渡航

-8-


