
手洗い＆歯磨きで、病気を予防しよう！手洗い＆歯磨きで、病気を予防しよう！
　8月27日～31日の5日間で実施した『保健衛生指導者育成プロジェクト』第3回目の現地指導では、県立保
健医療大学看護学科の堀美紀子先生を専門家として派遣し、ホームランドスクールのスタッフ7名に対して「子
どもへの歯磨き指導研修」を行いました。歯磨きの仕方はもちろん、歯を磨かないことから引き起こされる病
気についても学ぶいい機会となりました。歯磨きは、「歯」そのものを守るだけでなく、身体を守ることにも繋
がると聞き、スタッフも歯磨きの必要性を再認識した様子でした。

初日は、過去2回の指導で実施した「手洗いの必要性」について、10名の保護者を
相手にホームランドのスタッフ自らがワークショップを実施

第1回目の現地指導か
ら丸一年。教室の壁に
掲示してきたチェック
表には、スタッフが日々
子ども達と一緒に手洗
いに取り組んだ証がき
ちんと残されていまし
た。

　カンボジアは「死」が身近にあり、今この時を精一杯生き抜くという生き方をする人が多いそうです。そのせいか
病気を予防するために何かを我慢したり、先を見据えて目標を立て、計画的に行動したりすることが苦手な一面が
あります。今回一番苦労したのが、その歯磨き指導の具体的な目標を考えることでした。目標がイメージできると、
あとは意見を出し合ってスムースに紙芝居などの教材を作り、様々な工夫を考えて楽しく子どもたちに教えること
ができました。今回、保護者にも参加していただきました。手洗いや歯磨きが習慣化するだけでなく、病気を予防す
るという考え方や教育の大切さも家族や地域の中で少しでも浸透していけばと願って
やみません。
　カンボジアの平均年齢は25歳と若く、POPで活気にあふれるカンボジアも目にしま
した。セカンドハンドの里親制度で支援を受けた若いスタッフも元気いっぱいで、自分
の将来の展望を目を輝かせながら語ってくれました。このようなスタッフたちと接し、
人を支援することの意義を実感できました。ホームランドの子どもたちやスタッフの笑
顔に癒され、元気をもらい、私にとっても大変有意義な経験になりました。このような
機会をいただき、心より感謝申し上げます。

堀美紀子先生

次回の、ホームランドスクールでの指導は2019年3月を予定しています。こちらの続報もお楽しみに！

「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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購入した飲用水タンクと
グアテマラ青少年の会代表 ハイメさん

緊急支援

北海道胆振東部地震
　9月6日未明に発生した北海道胆振東部地震で被害に遭

われた方を支援するため、寄付金を募集しています。お預か

りした寄付金は、全額、日本赤十字社を通じて被災者に届け

ます。寄付金の募集は12月31日まで受付けています。ご協

力いただける方は、同封の払込取扱票のメッセージ欄に「緊

急支援」とご記入いただき郵便局にてご送金ください。皆さ

まのご協力よろしくお願いいたします。

平成30年7月豪雨災害
　平成30年7月豪
雨災害に対する寄付
金は合計124,475
円集まり、日本赤十
字社に届けました。
ご協力いただいた皆
さま、ありがとうご
ざいました。

セカンドハンドは現在、奨学生13名(セカンドハン
ド・ユース9名、スカラーペアレント制度4名)を支援
しています。スカラーペアレント制度は、セカンドハ
ンドの奨学金支援制度です。スカラーペアレントとし
て奨学金支援をしてくださる方を募集しています！月
額3,000円でカンボジアの中高生を応援してくださ
い！支援を待つ中高生はまだまだたくさんいます。興
味のある方はお気軽にお問合せください！

セカンドハンド・ユース代表
原雄一朗くん

中米グアテマラ　フエゴ火山噴火
　6月3日に発生したグアテマラでのフエゴ火

山噴火被害に対して59,764円のご寄付をい

ただきました。いただいたご寄付で、飲用水タ

ンク、石鹸、学習用品等、避難所で必要とされ

ている品物を購入しました。これらの支援物

資はグアテマラ青少年の会が11月に被災地を

訪問し、被害に遭われた方々に届けます。

　ご寄付をくださった全ての皆
様、誠にありがとうございまし
た。被災地で生活する子ども達
への支援は必要不可欠です。彼
らにとって今年のクリスマスは全
く違うものになると思います。家
を失い、両親や祖父母を亡くし、
おもちゃもなくなりました。そん
な彼らのケアをしていきます。

奨学金支援
セカンドハンド・ユースが新たに支援する3名の学生を紹介します！

コン ヨハン くん（中学1年生 13歳）

　僕は将来、家族のためにIT関係の仕事に就きたいと
思っています。僕への支援が決定して、とても嬉しく
思います。セカンドハンド・ユースの皆さんありがと
うございます。僕はいい仕事を見つけるために、一生
懸命勉強することを約束します。

4人兄弟の長男。父はバイクタクシーの運
転手、母は工場で働いている。

タック スライパウ さん（中学2年生 14歳）

　私の姉も高校まではセカンドハンド・ユースの支援
を受けていました。私も支援が受けられてとても嬉し
く思います。将来の夢はまだ決めていませんが、高校
卒業まで勉強を続けたいです。高校が卒業できたら、
働くための技術を身に付けたいと思っています。

母親は専業主婦で、父親がトゥクトゥクの
運転手をして家計を支えている。

オウク リナ さん（中学2年生 14歳）

　私は将来会計士になりたいと思っています。会計士
は仕事が見つけやすいと思うからです。私にとって会
計士になるための勉強はとても大変ですが、続けてい
きたいと思っています。夢の実現のために、私に支援
してくれることを願っています。

4人家族で、父親は漁師、母親は教師をし
ている。
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奨学金支援

　プノンペン・センソック地区にあるマリノールセンターの代表を務めていたアメリカ人のボブ
さんが引退し、アメリカへ帰国することになり、マリノールセンターが閉鎖しました。2006年よ
り12年間、セカンドハンドの奨学金支援制度を支えてくださいました。ボブさんからのコメント
を紹介します！

　カンボジアの学校では、正規の授業以外に先生個人が自分のクラスの子
どもからお金を徴収して補習授業を行っていて、この補習授業を受けてい
ないと授業についていけないという不思議な状況があります。小学校だけ
でなく、中学校、高校もこの状況が続くため、貧しい子どもは簡単にドロッ
プアウトしてしまいます。マリノールセンターのあるプノンペン・センソック
地区は、スラムの大火事（放火）によって追い出された貧しい家族が生活
する開発地域で、食事も十分にとれない子どもが多く暮らしています。そこ

で、マリノールセンターでは小学校の補習授業を無料で行い、無料の朝食と昼食を提供してきま
した。この補習授業で小学生に勉強を教えているのが、セカンドハンドの奨学金支援を受けて
いる中高生たちです。彼らも貧しい家庭の出身であるため、奨学金制度のおかげで学校に通う
ことができています。
　私は神父としてハワイで働いていましたが、12年前偶然訪れたこの地域でのマリノールの支
援活動に魅了され、スラムの中で貧しい子どもと女性のために献身してきました。しかし、80
歳になったのを機会に任務を終え、帰国します。
　これまで支援をしてくれた全ての人に心から感謝しています。セカンドハンドの皆さんの支援
がなければ、多くの学生は勉強を続けることができませんでした。日本からの善意が、私たちの
活動を支えていました。本当にありがとうございました。

ボブさん

これまでマリノールが橋渡し役を担っていた奨学金支援は、KKEVが役割を引き継ぎ、
貧しくて学校に通い続けることができない学生の支援を続けていきます！

　KKEV（カンボジアの子どもを支援する協会）はドイツのNGOで、マ
リノールセンターのすぐ近くで孤児院を運営しています。KKEVの創設
者であるドイツの建築家Michael Weiss氏は1999年にカンボジアを
訪問し、広がる貧困、群がるストリートチルドレンに衝撃を受け、子ども
たちを支援することを決意。ドイツで支援金を集め、私財も投じて、少
しずつ施設を整備し、2014年に孤児院を完成させました。当初はスト
リートチルドレンが中心でしたが、今は育児放棄や家庭内暴力等で親と

一緒に住むことができない子どもたちが多くなっています。
　入所している小学生には補習教育を行い、中高校生には、お金を支援して補習教室に通わせていま
す。高校を卒業した子ども達は、就職、あるいは職業訓練校に進みます。
　KKEVは、長年、貧しいこの地域の人々の自立を支援する地域センターとしての役割を果たすことを
目標にしていて、このKKEVコミュニティプロジェクトの一環として、マリノールセンターの活動を引き
継いで実施していくことになりました。

KKEVとは・・・
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　セカンドハンドに関わる中で、貧しい生活を送っ
ている子がいっぱいいると知り、何かの役に立って
くれたらという思いで支援を始めました。外国の子
どもと知り合いになること自体、あまりないことな
のでとてもわくわくしました。里子の情報や写真を
見ると、この子の支援をしているんだな～と実感で
きます。貧しさのせいで伸びる芽も伸びない…日本
の子どもみたいに、元気で楽しく学んでほしいと思
います。

　フォスターペアレント制度は、カンボジアのバッタンバン州にあるホームランド孤児院を支援する制度で、保護された子どもの里親となって
交流をし、孤児院の運営支援を行うというものです。現地の子ども1人と日本の支援者1人（組）を、里子・里親と捉え、年に数回の手紙や写真
のやりとりをしています。今回は、3組の里子・里親をご紹介します！

　カンボジア視察渡航（2018年9月実施）に里親の木村さんが同行しました。里子のサ
ルーくんに会うために、思い切って同行を決意されたそうです。これまで3年に渡り手紙
のやりとりを続けてきた2人がホームランド孤児院で感動の対面を果たしました！

　2002年より約10年間、横田さん（フォスターペアレント）の支援
を受けていたソク ブッティさんが、結婚することになりました！12月
に行われる結婚式には横田さんご夫妻が出席されます。

　父親をなくし、母親が病気だったので、9歳の時にホームランド孤児院に入所しまし
た。ホームランドで横田さんの支援を受け、大学まで進学することができて、本当に感
謝しています。大学では電気工学を学び、そこで結婚する婚約者に出会いました。卒業
後はフランスに留学して帰国。日本企業に勤めた後、現在はフランスのシュナイダー電
機（世界で14万人を雇用する大企業。電気制御を始め様々な事業を世界中に展開して
いる。）のカンボジアプノンペン支社のサービス部門で働いています。今度の結婚式に
日本のお母さんお父さんが出席してくれると聞き、とてもうれしいです！

　プノンペンからバッタンバンまで6時間かけて移動しまし
た。ホームランド孤児院に着くと、サルーくんが待っていて
くれました。彼と飛行機を作って遊びました。孤児院では、
10名の里子さんが待っていてくれました。それぞれの里親
さんからのプレゼントをもらって嬉しそうでした。シャボン
玉をしたり、折紙をしたり、サッカーをしたりしました。
　最終日は、アンコールワットまで30分の距離なのに行っ
た事がないという子どもたちと遺跡巡り。35歳のガイドさ

んが、「自分が小学校に入学したのは、11歳の時で、その時はまだ、日本や他の国の支援はま
だあまりなかった頃で、貧しいから、ガイドの学校も無料で優先的に入れました。今はいろ
いろな国の支援があるので、小学校に入る年齢が早くなりました。昔より恵まれている」と
言っていました。一緒に遺跡をまわった子どもたちの中には、将来ガイドになろう！と思って
くれる人がいるかも…。子どもたちと廻れて楽しかったです。
　出会って3日目にして、サルーくんから手を繋いでくれました。サルーくんは14歳で小6。
ほかの同級生も、15歳でした。貧しくて家の手伝いをしなければならないことや、近くに学
校がなかったり、近くに学校があってもきちんと機能していなかったりして、遠くの学校に通
わなければいけないことなどが原因で進級がスムーズにできなかったのかもしれません。
　私は、日本に生まれた事を喜び、物心ついた頃から、水道をひねれば、水は出るし、歯磨き
や食事の前の手洗いは、当たり前だし。こういう制度を作ってくれた過去の人達に感謝しつ
つ、毎日を大切に生きていかなければいけないと思いました。

サルーくん（14歳）と木村さん
サルーくんの里親として2015年より支援

　今年2月の渡航でホームランドを訪れた近藤
さん。ラッタナーくんを含め2名の里子のフォ
スターペアレントとして支援をしてくださって
います！

　今回、お母さんに会えると、一張羅に袖を通して姿を見せたサルーくん。「手紙のやり取りを続
けてきたお母さんはどんな人だろう」と期待に胸を膨らませて待っていた様子が手に取るように
わかりました。初対面となった初日はどこかそっけない態度のサルーくんでしたが、最終日には
自分から木村さんと手を繋ぎに行っていました。現在は父親と弟と暮らしているサルーくん。14
歳の男の子が、お母さんに甘えるのにどれだけの勇気が必要だったのでしょうか。空港で目に涙
を浮かべていたサルーくんを忘れられません。

　母親は車椅子で生活していて働くことが出来
ず、HIV患者である祖母がマーケットで働き、家
族6人の生活を何とか維持している状況。とても
貧しい生活を送っているため、ラッタナーくんは
公立学校に通うことが出来ず、ホームランドのス
クールで勉強している。

学年：小学校1年生
好きなこと：アニメ、サッカー
家族構成：母、祖母、3人の妹
※両親は離婚

Phy Rathana
ピー ラッタナーくん

（7歳）

フォスターペアレント　近藤さん

ソク ブッテ
ィさん

横田さんご夫妻

　支援を待つ子どもはまだまだたくさんいます。子ども達にとっても、遠い日本から見守ってくれるお父さん・お母さんが
いると思うだけで心強くなります。子ども達のフォスターペアレント（里親）として支援してくださる方を募集しています！
フォスターペアレント制度に興味のある方はお気軽にセカンドハンド事務局までお問合せください。

フォスターペアレント　木村さん
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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

　3年前より文化祭等でのチャリティーバザーで集まったお金をセカンドハンドに寄付して
くださっています。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

小島由美先生（岡崎城西高校　英語部顧問）
　今回のバザー開催にあたり、同僚の中井先生ご夫妻が段ボール30箱程の品物
を提供してくれ、その品物を英語部員は社会支援活動のために活かそうとディ
スプレイ等を工夫して販売した。お客さんの中には「少しでも役に立ちたい」
と品物を手に取って、その値段よりも少し多く募金してくれた人もいた。ディ
スプレイされている品物は募金のきっかけにすぎないかも知れないが、その存
在が多くの人たちの気持ちに寄り添い、一番大切な「支援の心」を育んでくれ
るのである。今後もチャリティーバザーを通して、社会貢献活動の意義や意味
について考えていきたい。

商品提供にご協力くださった
中井（武藤）綾先生ご夫妻と

 英語部の皆さん

YOU倶楽部チャリティーパーティー

　今年も7月29日
に名古屋でYOU倶
楽部主催の、「YOU
倶楽部『世界の子ど
もに愛の手を』～頑
張ろう東北・熊本！
復 興 支 援 チャリ
ティーパーティー～」が行われ、15万円をセカンドハ
ンドに寄付していただきました。髙木会長、会員の
皆さま、ありがとうございました！

日本チャリティーショップネットワーク（JCSN）より視察に来られました！

　7月23日、日本
チャリティーショッ
プネットワークから
7名の方がセカンド
ハンド松縄店に来
店。キレイでゆっく
りできるとお褒めの
言葉をいただき、どのように市民にアピールしてい
くか、貴重なご助言もいただきました。

　7月29日、JICA
四国が主催するイ
ベントでセカンド
ハンドのフェアト
レードについてお
話しました。参加
者からは、「フェア

トレードについて今まで詳しく知らなかった
ので、今回具体的にどんなことが行われている
かなども詳しく知ることができた」「開発途
上国の状況などについて詳しく知ることがで
き、とても面白かった」といった感想が挙がっ
ていました。

JICA四国主催イベント
「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」

　これまで各県
JICAデスクが行っ
ていた国際協力出
前講座のコーディ
ネートを、2018
年度後期（10月～
2019年3月）は、セカンドハンドが行うことに
なりました。実際に途上国で国際協力に携
わってきた青年海外協力隊、シニア海外ボラ
ンティアのOB/OGなどを講師としてご紹介
し、生きた体験談をご提供します！
　お問合せ・お申込みは、セカンドハンド事務
局（担当：林）まで。

～教室から世界のトビラを開こう～　
JICA四国 国際協力出前講座
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【寄付者】青野千恵子、家次加奈、伊賀憲子、池内保、石見和弘、稲葉年信、今井里美、小笠寛幸、岡崎城西高校英語部、岡

田洋子、小川佳緒里、荻浦いく弥、小比賀一訓、加地泰子、柏原裕美、片山績、鎌田守恭、川崎多恵子、川田貴美子、河原崎

晴美、木村明仁子、桑谷沙葉子、酒井恵津子、佐野容子、シュエリン公子、白川ふみ、末澤一誠、高瀬稔彦、高橋美也子、谷森

裕子、田万豊廣、俵恵美、塚田泰代、友近規、鳥かい歯科医院、中澤力、中村凱次、沼田章、のぞみ総合法律事務所、八田晃

伸、林純子、古屋年章、升崎里美、松原志乃、三木誠、美濃吉広、三原善伸、三原主幹、宮本明宜、村上和代、山科工房、山本

文子、YOU倶楽部、横田千春、吉田正強、吉本房子、好山裕見子

【その他】天勝丸亀店、永井敬子、和カフェぐぅ、サリーガーデン、四国労働金庫、マスウド ソバハニ、高松保育園　〈敬称略〉

6/1～8/31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。

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

　9月6日未明に発生した北海道胆振東部地震ではご
心配をおかけしましたが、おかげさまでボランティ
アスタッフは全員無事でした。200万都市の札幌で
都市機能が麻痺するという経験をし、水も電気も舗
装道路もない環境でも知恵を働かせ、たくましく暮
らすカンボジアの農村部の人々を思い、「本当の豊
かさ」とは何だろう、と考えさせられました。12月
15日には札幌駅前地下歩行空間で行われる「北海道
国際協力フェスタ」に出店します。お近くの方はぜ
ひお立ち寄りください。

セカンドハンド北海道

セカンドハンド・ユース

　7月は、「災害支援の募金活動をし
よう」とユースメンバーが呼びかけ、
高校生大学生合わせて25名で被災地
のための義援金募金活動を実施。たく
さんの方が募金に協力してくださり、
皆さんの思いを受け取るとともに、一
日も早い被災地の復興を願うばかりで
す。
　カンボジアの奨学生支援は、10月
から新たに3名の学生と、これまで支
援してきた学生4名、職業訓練生2名

の計9名の支援を行うことに決定しました。9月には定期募金の他に、紫雲中、三木中の生徒とともに募金活動
を行いました。募金を終え、また一緒に活動したいと言ってくれる中学生もいて、今回の活動が中学生にとって
意味のあるものとなってくれれば幸いです。
　カンボジアと日本をテレビ電話でつなぎ、支援している学生10名と交流しました。「エンジニアになりたい」
「学校の先生になりたい」「会計士になりたい」等、みんなの夢を聞くことができ、初めてカンボジアの学生と
交流したメンバーは、「私も頑張ろう」ととても刺激を受けていました。私たちは支援しているというだけでな
く、たくさんの学びをカンボジアの学生から得ているということを改めて感じました。

事務局職員募集中！
　今回の募集では、カンボジアの女性が製作する
フェアトレード商品の新しい企画や、経済成長の
中で取り残されてしまった貧しい子どもたちへの
支援の在り方、国内の開発教育の刷新などへの取
り組みにチャレンジをしてくださる仲間を求めま
す！
　詳細は、ウェブサイトをご覧いただくか、セカン
ドハンド事務局までお問合せください。
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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

松縄店

セカンドハンド
松縄店

至栗林公園
レ
イ
ン
ボ
ー
通
り

香川県信用組合
　　　　中央支店
ひょこっと
ホームランドーム
高松店

ENEOS広瀬
病院

高松志度線（県道272号線）

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

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
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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

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
冬物衣類：9月中旬から1月下旬まで
春物衣類：1月下旬から4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、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！）、DVD-R、透明ビニール袋（70リットル）、封筒（社名等が入っていてもOK）

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　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）

12月22日（土）16時～18時 ボランティア交流会（忘年会） セカンドハンド本部4階

11月4日（日）14時～16時 カンボジア　歯磨き指導報告会＆
　　　　　　視察渡航報告会 瓦町FLAG 9階 エナジーサロン

12月22日（土）10時～15時 セカンドハンド通信95号発送作業＆
　　　　　　使用済み切手発送作業

セカンドハンド高松店（本部）・
セカンドハンド松縄店

場　所
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