
校舎完成から1年！ オートゥクビル小学校　
23校舎目

　オートゥクビル小学校が完成し、1年が経過
しました。現在は、午前・午後に分かれた2部制
での授業を行っており、生徒達は新しい校舎
でとても嬉しそうに学んでいます。新しい校舎
ができたことで、生徒も保護者も学習意欲が
高まり、学業を継続することについて以前より
も前向きな姿勢を見せています。中学校は小
学校から約15キロ離れた場所にありますが、
今年卒業する生徒全員が進学を強く望んでい
ます。
《連携団体：公益社団法人シャンティ国際ボランティア会》

　私は農業を営む両親と年上の兄姉2人と一緒
に暮らしています。ご支援いただいた新しい校舎
で1年を過ごしましたが、とても快適で、前よりも
勉強に集中することができます。教室の床も清
潔で、休み時間も気持ち良く過ごしています。私
の将来の夢は教員になることです。そのために
も高校まではしっかり勉強を続けたいと思って
います。最後になりましたが、ご支援者の皆さま、
私たちにこんなに素敵な校舎とトイレをご支援
くださり、本当にありがとうございました。皆さま
のご健康とご成功をお祈りしています。

トゥ・スレイ・アッさん
（13歳、6年生）

　僕は両親と弟1人と暮らしています。両親は農
業をしていて、今年は米と豆を作っています。僕
は学校が大好きで、毎日通うのを楽しみにしてい
ます。ご支援いただいた新しい校舎の教室はと
ても快適です。強い雨や風の日でも大きな音に
悩まされることはなくなりましたし、以前はぎゅ
うぎゅう詰めでしたが、今はゆったりと席に着くこ
とができ、椅子もとても良い座り心地です。この
新しい校舎で学ぶことができて、とても幸せで
す。ご支援に心から感謝し、皆さまのご健康とご
成功をお祈りしています。

サーン・セイハくん
（13歳、6年生）

校舎（3教室）、机・イス、トイレ、

貯水タンクを支援しました！
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「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

　オートゥクビル小学校へは、2017年度220万円、2018年度100万円の支援を行っています。
学校建設支援に寄付金を通じてご寄付いただけます方は、同封の払込取扱票をご利用いただき、
「教育支援」へご送金ください。皆さまのご協力よろしくお願いいたします。
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ホームランドスクールにおける
保健衛生指導者育成プロジェクト
第４回現地指導  専門家決定！

　2017年から実施しているこのプロジェクトも、最後の現地指導実施へ向
けて動き出しました。第４回目を迎える渡航は、3月4日（月）～8日（金）まで
の５日間で実施が決定。今回、専門家として香川県立保健医療大学看護学科
の三木佳子先生、アシスタントとして看護学科３年の杉峰奈美加さんと１年
の矢木希さんを派遣します。
　これまでの現地指導では、手洗い・歯磨きの指導ができるスタッフを育成。
前回の訪問時には、スタッフが子どもたちに対して継続的に指導している様
子が伺えました。次は、現地スタッフから要望のあった、「目と創の病気につい
て」を実施する予定です。カンボジアでは、傷口にガソリンや魚醤をかけると

治ると信じている人も多くいます。また、子ども達が怪我をした場合でも、金銭的な理由からよほ
どの状態でないと通院しないケースがほとんどであり、不適切な処置を行ったことで更なる感染
症を引き起こし重症に至る場合もあるようです。ホームランド孤児院やスクールに通う子ども達
の家庭も例外ではありません。このような状態を少しでも改善すべく、正しい処置や予防の仕方
を指導できればと考えています。

2018年8月に実施した現地指導時の様子

　東南アジア連合諸国は急激に発展を遂げています。国の発展にはコラボレーション、すなわ
ち、職域、年齢層、性別にかかわらず、同じ目的を見据えた協働作業が欠かせません。悲しいこと
に、カンボジアではかつての政府が協働すべき人々を抹殺してしまいました。カンボジアの発展
には国を超えたコラボレーションが必要です。セカンドハンドが企画する国を超えた活動に、保

健医療者として参加できることを光栄に思います。これまで本学から教員3名、学生6名がカンボジアに出向き、
感染、歯磨き、手洗いの保健衛生に関わってきました。これまでの活動を引き継ぎ一人でも多くの方が保健衛生
に関われるようになるように、協働作業に尽力します。

三木 佳子先生（香川県立保健医療大学看護学科）

①ホームランドスクールの指導者への保健衛生教育の知識、技術の向上
②ホームランドスクールに通う子ども達の保健衛生状態の向上

事業の目標

　今までの実習で培ったコミュニ
ケーション力と専門的な知識を活
かし、子どもたちと楽しく交流しな

がら、カンボジアの保健衛生の向上に携わりたい
です。現地の人に合った指導ができるよう自分の
持つ全ての力を発揮します！

杉峰 奈美加さん
（看護学科3年）

　現地の人々が自ら習得した知識
を使い、実践していくことができる
ようにカンボジアの人々に保健衛生

指導をすることが、未来のカンボジアを良くするこ
とに繋がると思っています。私も、看護学生として、
アシスタントとして少しでもカンボジアの発展の力
になりたいです！

矢木 希さん
（看護学科１年）
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　JICA国際協力出前講座は、実際に途上国で国際協
力に携わってきた講師が生きた体験談を提供していま
す！2018年10月よりセカンドハンドが国際協力出前
講座をJICA四国より受託し、コーディネートを行って
います。受講生の中には、この講座をきっかけにNGO
団体でボランティアを始める人や、将来の進路として
国際協力分野を選択する人もいます。

高松市立
山田中学

校 松山市立たちばな小学校

JICA国際協力出前講座

♪各種学校より体験学習♪

受講生の感想の一部を紹介します！
　ボランティアは、誰かのため
であり、自分のためであるという
ことが分かりました。私が知っ
ていることが全てではなく、ま
だまだ知らないことがたくさん
あって、もっと新しい発見をした
いと思いました。〈中学生〉

　日本の文化とは違って海外の文
化の良さが分かったし、興味をもつ
きっかけになったと思います。自分
達も東日本大震災で海外の人たち
に助けられていたことがあったの
で、自分も何かできないか考える
ことができ、とてもためになる講演
だったと思いました。〈高校生〉

　私たちの物差しで物事を考
えている限り、人は成長できな
いんだなと感じた。人は経験
の中で成長していくことが一番
いいのだと感じた講義だった。
もっと広い視野を持ちたいと思
う。その為に様々な経験をして
いきたい。〈専門学校〉

　セカンドハンドでは、学校や団体などからの職場体験、ボ
ランティア体験の受入れを行っています。今年度もたくさん
の学校からセカンドハンドに来てくれました！

≪主な学校≫
高松大学、三木高校、木太中学校、紫雲中学校、三木中学校、山田中学
校、勝賀中学校、香川大学教育学部付属高松中学校、穴吹医療大学校、
穴吹ビジネスカレッジ、KTCおおぞら高等学院　順不同・敬称略

　子どもたちに何か感じてもらいたいと思っ
たその時、あるいは何かしたいと思ったその時
に、セカンドハンドを活用してみませんか？出前
講座および体験学習のお申込み・お問合せは、
セカンドハンド事務局までご連絡ください！

お店番

事務作業

教室から世界のトビラを開こう

参加者の感想の一部を紹介します！

●この世界にはカンボジアなど、日本の子ども
たちと同じ様な生活ができていないところがある
ことを学びました。日常の中で自分たちができ
ることは何か、それを日々、頭に入れてこれから
の生活に活かし、苦しい生活をおくっている人々
に少しでも力になれるようにしたいなとこの職場
体験学習をとおして学びました。〈中学生〉

●セカンドハンドで職場体験をしてみて、心に
残ったことは募金活動です。世界には、僕と同
じ歳でも学校に行けない人がいるのは改めて
びっくりしました。今回僕たちが集めたお金がた
くさんのカンボジアの人を助けられたらいいなと
思います。〈中学生〉

●同じ歳で、同じ人間なのに、僕達があたり前
にできていることをカンボジアの人達はできてい
ないという現状。国や生まれが違うだけでこん
なにも生活の「豊かさ」に差があるのかと…。
他人事のように考えずに「今自分にできること」
を考えて生活していくようにしたいと思いました。
〈中学生〉



セカンドハンドくんが行く！
ボランティアの皆さんの
スケジュール教えてください

お店番ボランティア編

　セカンドハンドのチャリティー
ショップを支えるお店番ボランティ
アの皆さん。皆さんそれぞれ、家事
や仕事、趣味に忙しい中、ボランティ
アに来てくださっています！ボラン
ティアを日々の生活の中に上手く取
り込んでいる皆さんのスケジュール
を探ります！

娘さんご夫婦と愛犬、愛猫と一
緒に暮らし、家事をしながら週
3日（一日平均4時間）、定期的
にボランティアに参加。

Kさんのとある一日
（ボランティア歴6年）

仕事の合間でボランティアに
入り、多い時は週5日（一日平
均3時間）ボランティアに参加。

Rさんのとある一日
（ボランティア歴14年）

習い事やお孫さんのお世話を毎日しながらボラン
ティアに入り、週2日（一日平均5時間）ボランティ
アに参加。

Yさんのとある一週間
（ボランティア歴9年）
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自転車で行ったり来たり。
２店舗掛け持ちの日も
あります！

平日の夕方は孫と
一緒に過ごします。

週1日でも
ボランティアに
行く事が目標！

　皆さん、家庭や仕事、趣味の時間を優先させながら、
空いている時間を上手く使ってボランティアに来てくれて
いるのが分かります。皆さんが口を揃えて、“自分の生活
リズムに合わせて無理せずボランティアをすることが長
く続ける秘訣“だと仰っていました。ボランティアをしてみ
たいけど、時間がないからできない･･･とお悩みの方は、
まず空いている時間、1時間から始めてみませんか？

月 火 水 木 金 土 日

習い事
（エアロビ）

第1週

第2週

第3週

第4週

ボランティア
カラオケ

ボランティア
カラオケ

カラオケ

カラオケ

ヨガ

習い事
ヨガ

ご主人と
1日デート

ボランティア
ヨガ

習い事
ヨガ

ヨガ

ヨガ

ボランティア
ヨガ

習い事
ヨガ

ヨガ

ヨガ

ヨガ

ボランティア
ヨガ

ご主人と
1日デート

ご主人と
旅行

ヨガ

ご主人と
1日デート

講演会

ご主人と
1日デート

家事 ボランティア 家事 ボランティア

ボランティア ボランティア

習い事（お茶） 婦人会の
役員会

０歳の
お孫さんの
お世話

習い事（英語） 家庭菜園
お手伝い

（お茶の教室で
子ども達のお世話）

家事

ご主人との時間を何よりも大切にされ、趣味の習
い事や講演会の聴講の合間で週1日（一日平均2
時間）ボランティアに参加。

Mさんのとある一ヶ月
（ボランティア暦7年）

月 火 水 木 金 土 日

AM

PM

どんな物が提供されているのか
見るのが楽しいですし、この活動
がゴミの削減の助けになってい
ると思うと嬉しい★

家のこともきちんとしていない
と家族の理解も得られないから、
無理のない範囲でボランティア
をするようにしています。

趣味や習い事などの興味関
心がある事だけに時間を使
うのではなく、責任のある
ボランティアという社会貢
献をする事が今の自分の生
きがいになっています。

その日に急にボラ
ンティアに行ける
ことになっても快く
受け入れてくれる
のが嬉しい♪

お

お客さんとの対話が楽しい
です。家で居るとずっとTV
を見て過ごしてしまって少
し退屈してしまうけれど、ボ
ランティアに来ることで一
日にメリハリができます。

持ち帰ってできる値札
作りなどのボランティ
アはこの時間でしてい
ます。

ペットと触れ合う
時間が日々の癒し♪

起床
朝食作り

犬の散歩

洗濯
家の掃除

朝食

家を出発

ボランティア開始

ボランティア終了

帰宅

犬の散歩

夕食作り

入浴
娘さん帰宅

夕食
のんびりTIME

就寝

不定期な仕事なので、
曜日も時間も好きな時
にボランティアできる
のが魅力です。

ここに来ることでお客
さんやボランティアス
タッフとの交流が仕事
の息抜きになっていま
す。
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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

　‘共感を得る’をテーマに、
東京で開催された日本チャリ
ティーショップ・ネットワーク
（JCSN）のフォーラムに、職員
とボランティア１名で参加してき
ました。全国各地でチャリティー

ショップを運営する方々総勢80名が集い、チャリティー
ショップが市民の皆様から共感を得るためのヒントについ
て学びました。ネットでの販売やガラス食器や羽毛製品の
リサイクルについての事
例を知ることができまし
たし、普段なかなか接す
ることのない他団体の方
との交流の機会にもなり
ました。

アンコールワットとバッタンバンの旅5日間

　3月2日（土）～6日（水）の5日間、ホームランド孤児院やアンコールワット遺跡群等を訪問します。アンコール
ワットは孤児院の子ども達と一緒に観光！どなたでも参加できます！ 孤児院の子ども達に会いに行きませんか？

※セカンドハンドはホームランド孤児院訪問等で協力しています。

共感を得る！
JCSNフォーラム

チャリティーイベント
講師募集中！使用済み切手で

カンボジア支援

　2018年6月3日、グアテマラのフエゴ火
山が噴火し大きな被害が出ています。発生当
初からセカンドハンドでは寄付金を募り、グア
テマラ青少年の会(現地NGO)と連携し、支援
を行ってきました。前号で購入した支援物資
を11月に避難所へ届ける計画と記載しまし
たが、11月に入りフエゴ火山の噴火が再び活
発化し、現地入りすることが難しくなりました。
今後、火山活動の様子を見ながら、改めて現
地入りする計画を立てています。次号以降で
報告させていただきます。

緊急支援経過報告
グアテマラ

フエゴ火山噴火被害

緊急

　松縄店では、１階店内
にイベントが実施できる
スペースを設けていま
す。このスペースを利用し
てチャリティーイベントを
してくださる方を大募集
しています。物づくりや講

演会などいろんな使い方ができます。チャリティーイベン
トでは、収益の一部をセカンドハンドに寄付していただきま
す。2018年は、ハーバリウムやフルーツデコのイベントを
開催。親子でできる工作、趣味や特技を生かしたイベント
等、松縄店でチャリティーイベントをやってくださる方は松
縄店までご連絡ください！

セカンドハンドでは、使用済み切手(消印が
押されているもの)を回収しています。支援
者の方が買い取ってくださり、カンボジア支
援の資金となっています。今年1年間で約
45kgの使用済み切手をいただきました！学
校や企業・団体で集めてくださっている方々
もいらっしゃいます。使用済み切手1枚から
提供OK！気軽に始められるカンボジア支援
にご協力をお願いします！

　書き損じはがき、未使用切手も
受け付けています！セカンドハン
ド通信の発送費として活用させて
いただきます。

＜お問合せ・お申込み先＞
株式会社農協観光香川支店（担当：長澤様）　電話：080-5908-9277　E-mail：masaki.nagasawa@ntour.co.jp

株式会社農協観光様創立30周年記念企画
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【寄付者】愛知学泉大学大学祭実行委員会、岡崎城西高校英語部、青木まゆみ、青野千恵子、伊賀憲子、

井澤シカ子、石見和弘、入江治子、岡田洋子、岡野道子、香川紀子、柏原裕美、川崎多恵子

喜多和也、木村明仁子、久保智枝、幸田志磨子、近藤彰介、酒井恵津子、佐野容子、下地初子、庄司一美、

白川ふみ、末澤一誠、高松源平ライオンズクラブ、玉木寿美子、俵恵美、塚田泰代、鳥かい歯科医院、中

澤力、沼田章、のぞみ総合法律事務所、畑中妙子、藤原和子、堀美紀子、堀口公明、升崎里美、松原志乃、

美濃吉広、宮本明宜、横川みどり、横田千春、吉田治代、吉田正強、吉本房子、米山太、若杉淳子

【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、株式会社セキヤ　〈敬称略〉

9/1～11/30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
セカンドハンド北海道

　この秋、札幌ではカンボジアに関する講演会や映画上映会が相次いで開催されました。一つはカンボジア内戦時代
に少年兵として戦争に従軍し、その後地雷撤去活動を始め、シェムリアップ郊外に地雷博物館を設立した方のアキ・
ラーさんの講演会で、複雑なカンボジア内戦の歴史や地雷撤去活動についてお話を伺いました。もう一つは京都の
禅職人でカンボジア伝統の絹織物を復活させ、シェムリアップに工芸村を築いた森本喜久男さんのドキュメンタリー
映画上映会＆監督のトークショーでした。経済発展が目覚ましいカンボジアですが、クメール・ルージュ政権時代の爪
痕が今でもカンボジア社会に影を落としていることに気づかされました。

セカンドハンド・ユース

　10月・11月は山田中学校、香川大学教育学部附属高松中学校、勝賀
中学校の生徒と募金活動を行いました。生徒の中に、将来は人の役に立つ
仕事がしたいと、国際協力活動に興味を持っている方もいました。ユース
の活動が生徒の皆さんにとって、「国際協力って何だろう」と考える機会に
なっていれば幸いです。
　中学生との募金の後、振り返りの中で必ず誰かが「また募金をしたい」
「人の優しさを感じた」など肯定的な感想を述べてくれます。中学生との活
動は1時間ほどですが、その短い時間の中で、それぞれ何かを感じてくれ
ていると思います。私たちユースにとっても、世代の近い中学生との活動はたくさんの刺激を与えてくれます。
　他にも、10月はイベントが盛りだくさんでした！ご協力いただいた皆さまありがとうございました！

　国際協
力に携わ
る方々と
直接お話
でき、私

たちの活動を見つめなおすととも
に、たくさんの刺激をいただきま
した。フェアトレード商品を販売し
11,500円の売上となりました！

　職員の
林さんを
講師とし
て呼び、
「自分が

できる国際協力は何だろうか」を
考えるワークショップを行いまし
た。参加者一人ひとりが当事者と
なって考える機会となりました。

　今年も
待ちに待っ
た学際の
季節が到
来。当日ま

では売れるか心配でしたが、大盛
況で終わることができました！カン
ボジア支援のために41,628円
が集まりました！

かがわ国際フェスタ2018 セカンドハンド・ユース
国際協力勉強会

香川県立保健医療大学の
橄欖祭(かんらんさい)でうどん販売

　12月9日、高松源平ラ
イオンズクラブ様の結成
25周年式典が行われ、セ
カンドハンドの活動に役立
ててほしいと10万円のご
寄付をいただきました。あ
りがとうございました！

高松源平
ライオンズクラブ様
よりご寄付
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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
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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）
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至
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カ
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百十四
銀行

市営Ｐ

こ
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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

年末年始休業：12/30～1/3
　　　　　　　※1/4より営業

年末年始休業：12/31～1/2
　　　　　　　※1/3より営業

年末年始休業：12/30～1/3
　　　　　　　※1/4より営業
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片
原
町
店

三友堂
高松中央
郵便局
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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。

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）

4月20日（土）、21日（日） セカンドハンド通信96号発送作業
セカンドハンド高松店（本部）・
セカンドハンド松縄店

3月2日（土）～11日（月）［予定］ カンボジア渡航

日　程 内　容 場　所
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