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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

　1994年に誕生したセカンドハンドは、設立25周年を迎えます。チャリティー
ショップを運営して発展途上国を支援するNGOは日本では珍しく、四半世紀に
亘って活動することができたのは、皆様から継続的な支援をいただいたおかげで
す。心から感謝申し上げます。
　25周年を記念し、これまでの歩みを今号と次号の2回に分けてご紹介します！
今号ではカンボジア支援の実績（P2～5）をご報告させていただきます。

　2019年10月下旬には、カンボジアから、ラチャナ･ハンディクラフトで働く女性達、フォスターペアレント制度で支援を
している子ども達、奨学金支援をしている学生を日本へ招待します！学校での交流や香川県内でのイベントを予定していま
す。詳細はウェブサイトにてお知らせします。

カンボジア人10名（13歳以上の男女）の
ホームステイ先を募集しています。ホー

ムステイは2名1組の宿泊となります。ホームステイの
受入れを通じて異文化交流をしてみませんか？日常生
活の中の文化や習慣を通じて、日本の良さをカンボジ
アの人々に感じてもらいましょう。

4年に誕生したセカンドハンドは 設立25周年を迎えます チ リ

セカンドハンド設立25周年記念号
第1弾

25th Anniversary

25周年記念事業

ホームステイ先募集！

＜内容＞
＜ホストファミリー条件＞
・セカンドハンドまで送迎可能な方
・簡単な英語でコミュニケーションのとれる方
・朝食と夕食の提供ができる方

・カンボジア人2名が泊まれる部屋をお持ちの方

・ベッドもしくは布団を準備できる方

※場合によっては、昼食もお願いする可能性があります

※エアコンなどの冷暖房設備付き＜日程＞ 10月19日（土）～20日（日）
※時間未定

※応募多数の場合、また宿泊者の決定については、事務局での調整とさせていただくため、ご希望に沿えない可能性もあります。
　予めご了承いただきますようお願いいたします。

「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。



ザンビア共和国

カンボジア カンボジア

2012.2　ンコンジェ・コミュニティースクール（2棟）
2015.12　ムエンバ・プライマリースクール
2016.12　カムロブエ・コミュニティースクール

コンポンスプー州
1996.3　トマイ小学校

カンポート州
1998.6　チュムクリエル小学校（2棟）
2002.3　サムロン小学校
2003.6　アングモントレイ小学校
2005.10　サクリエム小学校

バッタンバン州
2016.2　チョムノブコキ小学校
2017.9　オートゥクビル小学校

タケオ州
1997.6　オットンポー小学校
1998.3、1999.3　キリチョンコ小学校

プノンペン市
2004.9　センソック中学校
2006.8　センソック高校

プレイベン州
2016.2　トバエンプナウ小学校・幼稚部

コンポントム州
2004.7　コブトロック小学校
2008.12　トマーサムリエン小学校

スヴァイリエン州
1999.10　ピートゥヌー小学校
2001.3　チアティーチ小学校
2008.1　トヴァイン小学校

人々の命を守るために医療支援医療支援

プノンペン市

2003.10 サマキヘルスルーム

2003.12 アンロンコンヘルスルーム

2005.1 トゥクトラヘルスセンター・お産病棟

2006.4 ポチェントンヘルスセンター・お産病棟

2012.6 ボエントム地区ヘルスセンター・お産病棟

2014.3 プレイコンプー地区ヘルスセンター

スヴァイリエン州

2010.10 スヴァイアンヘルスセンター・お産病棟

2017.7 スヴァイティアップ病院・救急救命室

from Cambodia

　救急救命室が完成した現在も、病室が少ないため、普段は病室として利用していま
すが、急患が運ばれてきた時にはすぐに場所をあけて処置できるよう、必要な機材は
しっかり配置しています。カンボジアでは、多くの人にとって医療費はとても高く、
ひどい状態になってからやっと受診する場合がほとんどです。患者数に対し医師の数
が少なく、夜勤が続いて大変な日々ですが、人の命を救うことができるこの仕事にと
てもやりがいを感じています。これからも、一人でも多くの命を救うべく、誇りを持
って仕事に励みたいと思います。

救急救命室建設支援　チョムラウン医師

　貧困地域に医療施設の建設支援を行ってきました。施設を拠点に結核や性病に関する衛生教
育や、伝染病の予防接種も行えるようになり、病気による貧困の悪循環を断ち切る役割も担っ
ています。

　カンボジアでの医療施設の建設、救急医療充実のため
の救急隊育成や、救急搬送システムの構築支援などを行
っています。

救急医療システム構築・ファーストエイド（応急処置）の普及

　プノンペン市、スヴァイリエン州の地域の救急搬送システムの構築を行いました。日本から
救急車や医療機材の輸送、救急隊の育成や工場で働く人々などを対象としたファーストエイド
のワークショップ等を実施しました。

2007年～2015年

子ども達に学ぶ機会を教育支援教育支援

from Cambodia

　セカンドハンド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。

奨学金支援　2015年大学卒業　リトレイさん

　老朽化した校舎や教室不足に悩む地域への学校建設支
援、スラムに住む生徒の奨学金支援などを行っています。

奨学金支援・スカラーペアレント制度

　プノンペン市センソック地区に住む、成績は優秀だが貧しくて学校に通い続けることが困
難な中学・高校生の高校卒業までの奨学金支援をしていただく制度です。支援金は、生徒の
学費、教科書代、制服、英語などの特別レッスン代にあてられます。

2005年～現在

学校建設支援
医療施設建設　セカンドハンドはこれまで23棟の学校建設を行ってきま

した。新しい校舎になることで、子ども達の学習への意欲が
高まるだけでなく、親の教育への理解が得られ学校へ継続し
て通える子どもが増えます。教育の質の向上はカンボジアが
抱える課題を解決できる「人」を育てる土台となります。

●開始時期：10月（受付期間は4月～8月） ●報告：生徒のレポートや成績表が年2回届きます
●交流：手紙や写真を届けること、面会も可能です（実費負担） ●一人当たり支援額：年間合計36,000円（月々3,000円）

医療支援教育支援 老朽化 た カ ボジ



女性達に自信と希望を

　貧しい生活を強いられている女性たちの経済的自立をめざし、

女性たちが製作した商品（フェアトレード商品）を日本で販売、

普及を図っています。

子ども達に未来を

　スヴァイリエン州で職業訓練セ
ンターを建設し、指導者の育成、
約180台の足踏みミシンの輸送、
3年間の運営費支援を行いました。
卒業生達の多くは縫製工場に就職
するなど女性達の自立につながっ
ています。

フェアトレードとは？
原料や製品を適正な価格で継続的に購入することで、立場の弱い途上国の生産
者や労働者の生活改善と自立を目指す貿易のしくみのこと。

セカンドハンドとラチャナ・ハンディクラフトの歩みセカンドハンドとラチャナ・ハンディクラフトの歩み

ラチャナ・ハンディクラフト

孤児院支援孤児院支援

2002年～2006年

　現地NGOラチャナ・ハンディクラフトで、女性達が一つ一つ
丁寧に作っているクラフト品をフェアトレード商品として日本
で販売、商品開発も共同で行っています。

1996年～現在

…1996年バッタンバン州に代表のシヴァナさんが女性の自立支援のために設立

フェアトレード事業開始

・3年間の運営費支援
・足踏みミシン、バイク、PC寄贈
・商品共同開発スタート
・商品購入→日本で販売スタート

職業訓練プロジェクト開始

・職業訓練センター建設
・足踏みミシン寄贈
・指導者育成
・3年間の運営費支援

保育園制服製作
受託開始

・継続的な
　運営費支援

セカンドハンドとホームランド孤児院の歩みセカンドハンドとホームランド孤児院の歩み

ホームランド孤児院 …1996年バッタンバン州にて、代表のマオランさんが撤退する欧米のNGOの
　ストリートチルドレン保護事業を引き継ぐ形で設立

フォスターペアレント
制度開始

・継続的な
　運営費支援

施設建設支援

・ホームランド孤児院事務所建設
・足踏みミシン寄贈
　※子ども達の
　　職業訓練に使用

保健衛生指導者育成
プロジェクト開始

・指導者育成
・歯ブラシ、
　石鹸など寄贈

from Cambodia

　私がここで働き始めて10年が経ちました。家族は、夫と2人の子どもの4人家族で、家では田んぼや
畑仕事もあり、収穫の時期にはとても忙しいのですが、ここでは自分のペースで仕事を続けることがで
きるので、とても働きやすいです。また、自分が家計の役に立っているということを感じることができ
るのが一番の喜びです。昔から大好きだった裁縫。好きなことを仕事として続けられて幸せです。

フェアトレード事業
ラチャナ・ハンディクラフト　タラさん from Cambodia

　普段使っているまな板や、手のひらについている菌の多さ、それぞれのリスクについ
て知ることができました。ホームランドの施設内だけでなく、家庭での手洗いや掃除に
も力を入れていきたいと思いますし、自分の子どもにも手洗いの大切さを伝えたいと思
います。

保健衛生指導者育成プロジェクト
ホームランド　ナーロンさん（写真中央右）

　2017年から2ヵ年計画で、ホームラン
ド孤児院が運営するホームランドスクール
で教員や子ども達を対象に、手洗い・歯磨
きなどの基本的な保健衛生教育を行って
います。日本から派遣する香川県立保健医
療大学の専門家によるワークショップを通
して、保健衛生に対する意識の向上や衛
生習慣の定着化を目指しています。

4月と10月の年2回
子どものレポートが年2回、ホームランドの年次報告書が
年1回届きます
手紙や写真を届けること、面会も可能です（実費負担）

　現地NGOホームランド孤児院が保護する子どものフ
ォスターペアレント（里親）となって支援をしていただ
く制度です。支援金は子ども達の生活費、教育費、親へ
の支援、ホームランド孤児院の運営費にあてられます。

セカンドハンドとラチャナ・ハンディクラフトの歩み セカンドハンドとホームランド孤児院の歩み

自立支援自立支援 孤児院支援自立支援 　路上で暮らす子どもや虐待をされている子ども、その他環境
上養護が必要な子どもの養育のため、フォスターペアレント制
度（里親制度）を通じて支援をしています。生活・学習などの
指導、学校への通学支援などを行い、社会的な自立に
つなげます。

2017年～2019年

2002年～現在

開始時期：
報　　告：

交　　流：
支 援 額：

職業訓練プロジェクト フェアトレード事業

保健衛生指導者
育成プロジェクト

里親制度・フォスターペアレント制度

年間合計36,000円（月々3,000円）、もしくは60,000円
（月々5,000円）からお選びいただけます



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

　第4回現地指導を3月に実施！目や傷口から
の感染予防についての正しい知識を知ることに
よって、保健衛生に関する意識の向上を目指
しました。傷口のケアでは、（株）ワコー商事
様よりご提供頂いた外傷モデルキット（傷の見
本）を使い、より実践的に学ぶこと
ができました。

三木佳子先生（香川県立保健医療大学看護学科）
　カンボジアでは、傷にはガソリンをつけ、ハエが傷
に卵を産むこともあるという話を聞きました。現地指
導では、ばい菌を洗い流すことの必要性、目や傷の洗
浄方法をポスターとともに提供しました。ホームラン
ドのスタッフは、私たちが提案した方法に「大切な目
を守ろう」という歌を添えて子供たちに伝えました。

横田千春さん
　どこか心細そうな表情の少年は、クメールの
伝統衣装を身にまとい、傍に美しい花嫁と自信と
幸福に満ちた顔の青年になっていました。日本の
昔にあったような親戚、友人、近所の人みんなが
参加する結婚式で、朝・昼・夜と料理が振る舞わ
れ、伝統音楽の演奏が大音量で流れてくるたいへ
ん賑やかな式でした。結婚式も感動でしたが、翌
日、今私たちが支援をしているターくんに一緒に
会いに行った時に、「勉強しろ」とアドバイスす
る姿に感銘を受けました。

●スカラーペアレント募集中！

　2019年10月の新学期から奨学
金支援を希望する生徒をご紹介しま
す！今回紹介するKong Reaksmey
くんの他にも、支援を希望する学生
はたくさんいます。セカンドハンド
では彼らを支援してくださるスカラ
ーペアレントを募集しています！

●グアテマラ フエゴ火山噴火災害 支援額：

　現地NGOグアテマラ青少年の会を通し、避難所で
生活する人々に支援物資を届けました。物資を受け
取った住民からは「皆様か
らのお気持ちは、子ども達
にも届いています。この度
は私たちに支援をしてくだ
さり、誠にありがとうござ
いました」とのコメントを
いただきました。

●北海道胆振東部地震 支援額：

　地震により被災された方々を支援するため、店頭に
募金箱を設置し、16,941円が集まりました。日本赤
十字社を通し、被災された方々に届けられました。

傷口のケアについて、実践の中で保護者に説明する傷口のケアについて、実践の中で保護者に説明する
ホームランドスタッフホームランドスタッフ
傷口のケアについて、実践の中で保護者に説明する
ホームランドスタッフ

16,941円

59,764円

●保健衛生指導者育成プロジェクト ●里子の結婚式に参列して

　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
ィさんがめでたく結婚！昨年12月に行われた
結婚式に横田さんご夫妻が出席されました。

孤児院支援

奨学金支援 緊急支援

Kong Reaksmeyくん
(中学1年生  12歳)

　高齢の父親は病気で
働けず、母親が工場で働
いて家計を支えている。
好きな教科は数学と国
語。将来の夢は、人の上
に立つ仕事をすること。
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【寄付者】青野千恵子、伊賀憲子、石見和弘、稲葉年信、上野尚子、鵜川利恵、大谷由美子、荻浦いく弥、笠居久
男、柏原裕美、川崎多恵子、河原敏博、岸上幸美、木村明仁子、葛井昭彦、久保歯科クリニック、公益財団法人倉
岡奨学会、小竹由美子、小林規子、近藤温子、酒井恵津子、佐野容子、株式会社農協観光、四国工房株式会社、下
地初子、白川ふみ、真行寺、神内幾代、末澤一誠、杉田蛍子、瀬崎滋雄、大光菊江、NPO法人 太陽と緑の会、高倉
恒三、田中正利、俵恵美、塚田泰代、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、秦和美、
原雄一朗、香川県立高松東高等学校マンガ研究部、久松恵津子、堀美紀子、升崎里美、松木完之、松原志乃、三
木誠、西川秋美、美濃吉広、宮本明宜、宮本宏子、山本悟史、山本博美、弓削田裕子、横田千春、吉田正強、吉田莞
爾、吉本房子、米倉逸克、米山太、渡部豪
【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、株式会社ワコー商事、株式会社農協観光香
川支店、三彩商事株式会社　〈順不同・敬称略〉

12/1～2/28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

　昨年12月15日
「北海道国際協力
フェスタ」に参加
し、カンボジア商品
の販売を行いまし
た。近年、フェスタ
では国連のSDGs

（持続可能な開発目標）の啓発に取り組んでおり、テーマ「わたしたちが
SDGsです」に沿って17の目標に関連するクイズラリーや、SDGsソング
の演奏で来場者にSDGsをアピールしていました。セカンドハンド北海道
もささやかながら「誰ひとり置き去りにしない」社会の実現を目指して、こ
れからも地道に活動を続けていきたいと思います。次回は6月末のフェア
トレードフェスタに出展予定です。

セカンドハンド関東

　セカンドハンドの創立25
周年、おめでとうございます。
チャリティーショップとし
て、リサイクルショップとし
て、国際協力団体として、香
川・高松発ということを強み
とし、社会に貢献してきたセ
カンドハンドにかかわれてい
ることを誇りに思います。リ
サイクルショップがなくな
り、チャリティーがあたりま
えという成熟した社会を目指
し、ともに活動していきます。

セカンドハンド・ユース

　今年度、セカン
ドハンド・ユース
の代表を務めさ
せていただきま
す、香川県立保健
医療大学看護学
科の矢木希です。
ユースの活動に
は昨年から関わらせていただいています。まだまだ分からないこと
だらけですが、自分達の活動がカンボジアの学生の人生を左右する
ということをしっかりと自覚し、仲間と共に積極的に活動していき
たいと思います。今年度も定期募金をはじめ、多くのイベントを通じ
て活動を盛り上げていきます。どうぞよろしくお願いします。

　石見理事は長く
闘病中でしたが、
2月15日逝去さ
れました。10年以
上前からセカンド
ハンドの活動をお
手伝いいただき、
様々な行事の運搬や支援にご活躍いた
だきました。2017年2月にはカンボジ
ア視察渡航にも参加され、同年5月から
は理事として法人の運営にも積極的に
関わっていただきました。長年のご支
援に心から感謝申し上げます。

石見理事ご逝去

傷口のケアについて、実践の中で保護者に説明する
ホームランドスタッフ
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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
定 休 日：土曜、日曜、祝日

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

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11時～18時
定 休 日：木曜、金曜、祝日

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
夏物衣類：4月初旬から7月下旬まで
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、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！）

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

毎月第3木曜日　10時～12時

5月3日（金・祝）、4日（土・祝）

5月25日（土）

6月23日（日）、24日（月）《予定》

7月20日（土）

7月21日（日）、22日（月）《予定》

ボランティア体験デー

ボランティア体験デー

丸亀お城まつり

セカンドハンド総会・交流会

衣料品セール

セカンドハンド通信97号発送作業

ガラス食器セール

セカンドハンド松縄店

セカンドハンド高松店（本部）

丸亀城

瓦町FLAG 8階 大会議室1

けやき市場

セカンドハンド本部・松縄店

けやき市場

日　程 内　容 場　所

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！

誠に勝手ながら4月より定休日が変更とな
りました。ご不便をおかけいたしますが、何
卒ご理解の程よろしくお願い致します。

誠に勝手ながら4月より定休日が変更となりました。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程よろ
しくお願い致します。
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