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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/
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あなたの手を、 世界の誰かに。

検索セカンドハンド  Facebook

　前号に引き続き、セカンドハンド設立25周年
を記念しこれまでの歩みをご紹介します！今号
では、主に国内での活動をP2～P5にてご報告
します。ぜひご一読ください！

　スタッフ1名と4名の里
子が来てくれます！全員初
めての外国で、期待でいっ
ぱいのようです！

セカンドハンド設立
25周年記念号

第2弾

25 周 年 記 念 事 業
カンボジアのみんなを香川に招待しよう！

◆日本に来てくれる支援先の皆さんをご紹介！ 現在決定している
主なスケジュールをご紹介！

◆

10月  October

写真左から
Phy（ピー）さん
Sothy｠（ソティー）さん
Montha（モンター）さん
Malin（マリン）さん
Pichnil（ピッチニル）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。

25th Anniversary

19日（土）

20日（日）

ホームステイ

フェアトレード商品
販売イベント

〜

23日（水）～25日（金）

26日（土）

学校訪問

22日（火・祝）国際交流イベント

＠さぬきこどもの国

＠高松丸亀町壱番街前ドーム広場

来日したカンボジア人
による報告会＆交流会
＠WeBase高松

「カンボジアのお兄さん
お姉さんと交流しよう！」

ホームランド
孤児院

KKEVラチャナ・ハンディクラフト

　代表のシヴァ
ナさんとラチャ
ナで 働くティ
ラーさんが来て
くれます。26日
の販売イベント
では実際に製
品を作る様子
を見せてくれま
す！

　代表のピアラッ
クさんと2名の奨
学生が来てくれ
ます。奨学生2名
はセカンドハンド
ユースが招待しま
す。ユースの活動
や日本の皆さんの
思いを知ってもら
えるような交流内
容を現在計画中
です！

写真左から
Syvanna（シヴァナ）さん
Thyra（ティラー）さん

写真左からSreylin（スレイリン）さん
Sereivuth（セライブット）さん
Phearak（ピアラック）さん

気になるイベントがありました
ら、詳細は事務局までお問い合
わせください！

※ホストファミリーの申込み期
限は8月31日（土）まで。詳し
くは事務局まで！



人材育成

セカンドハンド・ユース現代表　矢木希さん
（写真左端）

from Guatemala

　フエゴ火山の噴火による被害は膨大なもの
で非常に悲しい出来事でした。多くの人々が
その家族や家を失いましたが、皆様からの支
援のおかげで生活ができていることに非常に
感謝しています。私たちに支援をしてくださ
り、ありがとうございました。

グアテマラフエゴ火山噴火災害　ハイメさん

　セカンドハンド・ユースは香川県
内の大学生が主体となり、街頭募金
活動やイベント、勉強会等を開催し
て資金を集め、貧しくて学校に通う
ことができないカンボジアの学生に
奨学金支援を行っています。自分達
で一から企画、運営することで、主
体的、積極的に活動することを学び
ます。また、セカンドハンドが行う
支援先視察渡航に同行し、自分達が
支援するカンボジアの中高生との交
流を図っています。

未来への種まき人材育成
　国際協力活動を通じ、自分たち
の身の回りの地域社会のみならず、
世界が抱える問題に関心をもち、
問題解決のために行動できる人材
の育成を行っています。

　大規模な自然災害が発生
した際、連携団体を通じて
支援活動を行っています。

体験学習の受入れ

講師派遣

セカンドハンド・ユース

　学校や団体などからの講演やワークショップの依頼に応じ、セカンドハンド職員・理事、ボ
ランティアスタッフなどを講師として派遣しています。内容は、国際理解、国際協力、ボラン
ティア、チャリティーショップ、フェアトレード等について、ねらいや要望に応じて講師を選
び、プログラムを提案しています。

人材育成

　大規模な自然災害が発生

緊急支援緊急支援

人材育成

　チャリティーショップ等において、小～大学生や社会人等のボランティア体験、インターン
の受入れを行っています。国際協力、ボランティア活動、職場体験など様々な学習テーマに合
わせたプログラムを作成し、様々な国際協力につながる活動を体験し、学ぶことができる機会
を提供しています。

当時セカンドハンドでボラン
ティアをしていた中学生・高
校生が主体となって設立。自
らが企画・運営し、学校建設
支援等を行った。

小指会設立
貧困を根本から改善する手
段のフェアトレードに焦点を
当てた活動をしたいという思
いから香川大学の学生を中
心に設立。

LIFT設立

別々に活動していた「小指会」と「LIFT」が合体し、「セカンドハンド・ユ
ース」が誕生した。定期的な街頭募金活動に加え、イベント等を主催し、
カンボジアの中高生のための奨学金支援を続けている。

セカンドハンド・ユース誕生

2003年5月 2008年6月

2010年10月

　過去、メンバーが少なく、十分な活動ができなかった時期もあったという話
を先輩方からお聞きしたことがあります。大変な時期も、常にカンボジアの子
ども達のことを考えて活動してきた先輩方の意志を継ぎ、私達も次の世代へと
繋げていかなければならないと考えています。今後も、より多くの子ども達を
支援し、カンボジアの発展へとつながるように活動していきたいと思います。

自分達が字が読めること、教

えてくれる人がいること、学

校に行けることがとてもあり

がたく思えました。学校の義

務教育は大切なんだと初めて

思えました。そして親がいる

こと、1人じゃないことがと

ても幸せなんだと思いました。

（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。

（専門学校生）

セカンドハンドでの職場体験を

通して、いろんな人の優しさに

ふれる事ができ、これがやりが

いなのかなぁと感じました。人

のために動いたり、働けるよう

な人になりたいです。

（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）

3日間のインターンを通して、
僕たちは人間の善意というも
のを知ることができました。
見えない誰かのために、ご自
分で郵送料を出してまで物を
寄付してくださる方が全国各
地にいたり、わざわざ足を止
めて募金をしてくださった方
が大勢いらっしゃってとても
驚き、嬉しく思いました。

（高校生）

主な支援

阪神淡路大震災（1995年）

東日本大震災（2011年）

熊本地震（2016年）

エクアドル地震（2016年）

九州北部豪雨（2017年）

グアテマラ共和国
フエゴ火山噴火災害（2018年）

北海道胆振東部地震
（2018年）

西日本豪雨災害（2018年）

へとつながるように活動していきたとと ななががるるよよううにに活活動動ししてていいききた



セカンドハンドは「チャリティーショ
ップ」と呼ばれるお店を設立当初から
運営しています。

セカンドハンドのチャリティーショップチャリティーショップって？

家庭で出る不用品を寄付として提供していただき、それらを無償のボランティアスタ

ッフの力を借りて販売し、その収益を社会貢献活動に充てるお店です。

社会貢献活動って?社会貢献活動って?
どんなものをどんなものを
売っているの?売っているの?

社会貢献活動って?

社会の利益に役立つ活動を言います。

福祉、健康・医療、教育、地域社会、

地域環境、国際など、分野は多岐に渡ります。

セカンドハンドは、

収益をカンボジアの貧しい人々のために

使っています。

どんなものを
売っているの?

衣類、服飾雑貨、

日用雑貨、

食器、本、等です。

リサイクルショップとの違いは？

片原町店 提供品受付

　安価な日用品雑貨やおもちゃなどから高級食器や

かばんなど、多彩な商品を置いています。商品替えも

頻繁に行っていますので、常に新しい商品が並んで

います！

現在3店舗の運営をしています!

　小さいお店の中に豊富な種類の商

品たちが所狭しと並んでいます。掘

り出し物が見つかるかも！？

高松店 提供品受付

商

掘

　空間デザイナーの宮本由美さんにデザイン
していただいたおしゃれなお店です。雑貨屋に
置いてあるようなかわいい雑貨や食器、また、
着物、レトロ衣類など、少し通好みな商品も多
数そろえています！

松縄店 提供品受付

〒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 10時～17時

〒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・日・祝

〒760-0079  高松市松縄町37-5
TEL 080-4999-0494
営業時間：月～水 11時～19時、 土・日 11時～18時
定休日：木・金・祝

チャリティーショップ リサイクルショップ

寄付として無償で受け取り

ボランティアスタッフ

非営利団体

不用品の受付

支えるスタッフ

運　　　　　営

買取

従業員スタッフ

企業



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

　ホームランド孤児院にて保健衛生教育の指導者を育てる技術移転プロ
ジェクト。香川県立保健医療大学の協力を得て2017年～2019年の2
ヵ年で実施。

　これまでの4回の専門家現地指導では、手洗い、歯磨き、き

ずの手当てなどの内容を取り上げてきました。次の渡航では、

看護学科の堀美紀子先生にご協力頂き、現地スタッフの保健衛

生に対する意識にどのような変化があったのか、指導を受けた

子ども達の生活に改善が見られたのかなど、プロジェクトの効

果について専門的な視点から評価して頂きます。

　5月25日、セカンドハンド総会を開催し、
2018年度事業報告および決算報告を行いま
した。また、同日には、国際理解イベント「カ
ンボジアについて知ろう」と、セカンドハンド
に関わる皆様との交流会も実施しました。
　イベントでは、国際協力を考える簡単なゲー
ムを体験したり、カンボジア渡航経験者をパネ
リストに迎えてのパネルトークを行ったりと、
楽しみながら国際協力について考える機会とな
りました。その後の交流会では、ボランティア
の皆さんやユースの学生、役員も参加し、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♪

　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！昨年10月よりセカンドハ
ンドが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。

ホ ムランド孤児院にて保健衛生教育の指導者を育てる技術移転プロ

保健衛生指導者育成プロジェクト  専門家派遣決定保健衛生指導者育成プロジェクト  専門家派遣決定保健衛生指導者育成プロジェクト  専門家派遣決定

孤児院支援

　このプロジェクトの評価を含む現地視察渡航は8月に実施するよ。4名のボラン
ティアの同行が決定！現地での様子は、FBやブログで要チェック☆

　国際理解教育や開発教育、異文化理
解、人権教育、平和学習など、様々なテー
マでご活用いただけます！お気軽にご
相談ください。出前講座のお申込み・お
問合せは、セカンドハンド事務局まで！

国際理解イベント「カンボジアについて知ろう」の様子

セカンドハンド総会を開催しました！ ～教室から世界のトビラを開こう～
JICA国際協力出前講座

保健衛生指導者育成プロジェクトとは
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【寄付者】青野千恵子、伊賀憲子、池内保、岩下順子、大嶋稔、奥谷照榮、柏原裕美、鎌田守恭、川崎多恵子、河田

久仁枝、川田貴美子、木村明仁子、黒田貞子、黒野シゲ子、小竹由美子、小松陽子、酒井恵津子、佐野容子、嶋崎

種子、清水純子、清水勉、下地初子、シュリエン公子、白川ふみ、末澤一誠、菅善明、高瀬稔彦、高田笙子、竹田万

里子、田中正利、谷森裕子、俵恵美、塚田泰代、徳芳郎、友近規、鳥かい歯科医院、中澤力、沼田章、塗田いずみ、

のぞみ総合法律事務所、八田晃伸、林純子、林田物流株式会社、藤本和子、古川京司、古高松南小学校、堀美紀

子、升崎里美、松原志乃、三木誠、美濃吉広、宮本明宜、森登代子、山本芳子、山本文子、横田千春、吉田莞爾、吉

本暁、吉本房子、若杉淳子、高松キワニスクラブ、高松ロータリークラブ

【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、三彩商事株式会社、四国フェアトレード

ネットワーク　<順不同・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。

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

　フェアトレードフェ
スタ2019 inさっぽろ
（フェアフェス）が今年
も6月29日、30日の2
日間、札幌市中心部にあ
る大通公園で開催され
ました。セカンドハンド
北海道も2日目に出展

し、カンボジアのクラフト品を販売しました。札幌市は6月1
日に全国5都市目の「フェアトレードタウン」に認定されまし
たが、これもフェアフェス等を通じて市民が粘り強くフェア
トレードの理念と原則を訴えてきた成果だと思います。次回
は12月の国際協力フェスタに参加予定です。

セカンドハンド・ユース保健衛生指導者育成プロジェクト  専門家派遣決定

2019年5月より役員となられた皆さまをご紹介します。

新役員の皆さまをご紹介！

理事 小笠 寛幸さん
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。

理事 片山 績さん
セカンドハンド

ボランティアスタッフ

理事 古川 京司さん
香川県文化会館館長

監事 池内 保さん
セカンドハンド

ボランティアスタッフ

　5月19日、サンポート高松で行われた、
フェアトレードまつりに参加し、甘い練乳
をたっぷり入れた、カンボジアコーヒーを
販売しました。コーヒー販売を通して、一般
の方にもカンボジ
アやセカンドハン
ド・ユースの活動に
ついて知ってもら
う良い機会となり
ました。コーヒーを
購入してくださっ
た方々、ありがとう
ございました。
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セ
カ
ン
ド
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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
   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

セカンドハンド
高松店 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

※お盆休み：8/10～8/15

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

※お盆も休まず営業します！

〒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

※お盆休み：8/8～8/12

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。

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。

ボランティア体験デー
ボランティア体験デー
ガラス食器セール
小学生お仕事体験デー
フェアトレード商品・アジアン雑貨バザー
YOU倶楽部チャリティーバザー
カンボジア視察渡航
小学生お仕事体験デー
布ハギレ・古本市
セカンドハンド通信98号発送作業
みんなでみんなの輪い和いかい
25周年記念招聘事業
国際交流イベント「カンボジアのお兄さんお姉さんと交流しよう！」（仮）
フェアトレード商品バザー
報告会・交流会

セカンドハンド松縄店
セカンドハンド高松店（本部）
けやき市場
セカンドハンド片原町店
瓦町駅改札前（瓦町FALG 2階コンコース）
名古屋市内

セカンドハンド松縄店
けやき市場
瓦町FLAG 8階 大会議室1
瓦町駅改札前（瓦町FALG 2階コンコース）
高松市内
さぬきこどもの国
高松丸亀町壱番街前ドーム広場
WeBase高松

毎月第3火曜日　13時～15時
毎月第3木曜日　10時～12時
7月21日（日）、22日（月）
7月28日（日）、8月12日（月・祝）
8月3日（土）、4日（日）
8月4日（日）
8月15日～30日
8月18日（日）、25日（日）
9月8日（日）、9日（月）
10月5日（土）、6日（日）
10月6日（日）
10月18日（金）～27日（日）《予定》
10月22日（火・祝）
10月26日（土）
10月26日（土）
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