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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
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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

【対　象】幼児～小学校低学年
【参加費】無　料
【参加特典】セカンドハンド松
縄店で使用できる50円引き
券をプレゼント

【対　象】小学校3年生～中学生
【参加費】無　料
【申込み】さぬきこどもの国（087-879-0500）
　　　　HPをご覧ください。　※定員に達し次第締め切り

：

【参加費】500円（お菓子・飲み物代）
【申込み】イベントのお申込みは10月20日（日）まで、交流会のお
　　　　申込みは10月23日（水）までにご連絡ください

セカンドハンド設立25周年記念事業
支援先のカンボジア人と交流しよう！

10月に実施する
招聘事業のイベントをご紹介！
ぜひご参加ください♪

25周年記念事業への支援金を募集しています。支援金は招聘に係る経費に充てさせていただきます。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にてご寄付いただくか、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
口座までご送金ください。　※通信欄に「25周年記念事業」とご記入ください。

10月21日（月）
カンボジアのお友達と一緒にぬりえをしよう！

＠セカンドハンド松縄店
14：00～ 16：00 ※お好きな時間にご来店ください。

フェアトレード・カンボジア雑貨バザー
＠高松丸亀町壱番街前ドーム広場

（高松市丸亀町1－1）

10：30～16：30 ：

国際理解イベント
カンボジア人が話す「カンボジアってこんな国！？」

＠WeBase高松（高松市瓦町1－2－3）
13：00～15：00 （受付12：45～）／《交流会》15：00～16：00

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！」

＠さぬきこどもの国
13：30～ 15：30

10月26日（土）

10月22日（火・祝）

ラチャナ・ハンディクラフトで製作さ
れたカバンやポーチなどのフェアト
レード商品を販売するよ。バザーでは、
実際に製作をしているラチャナ・ハン
ディクラフトのスタッフが製作の様子
を見せてくれるよ♪

グループに分かれてカンボジアのみんなが普段どん
な生活をしているのかインタビューしてみよう！
イベント後には交流会もあるよ♪

　台風第15号により、被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。この災害で被災された方々を支援するため、寄付金を募集してい
ます。いただいた寄付金は、日本赤十字社を通し、全額を被災地にお届けいたします。皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。
※同封の払込取扱票をご利用いただき、通信欄に「緊急支援」とご記入のうえ、郵便局窓口にてお手続きをおねがいします。

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。



カンボジア渡航報告カンボジア渡航報告カンボジア渡航報告
　8月中旬から2週間、カンボジアを訪問してきました。毎年訪問しているKKEV、ホームラ

ンド孤児院、ラチャナハンディクラフトの訪問に加え、来年度に建設支援を計画している

オー・ロムチェイの小学校視察や地方の保健教育機関とのミーティング、これまでにセカン

ドハンドが建設支援をしてきた小学校や病院の視察、保健衛生指導者育成プロジェクトの評

価と盛りだくさんな視察になりました。

　今回の渡航では4人の支援者と同行。現地の支援の状況を見ていただきました。

　帰国後すぐに実施したユースの街頭募金活動には、声を張って募金を呼びか
ける2人の姿がありました！
　次号では、来年度に建設を計画している小学校とホームランド孤児院で実施
してきた保健衛生指導者育成プロジェクトの最終評価について、お伝えしたい
と思います。

沖田竜太郎くん（香川大学法学部）
小川和泉さん（香川県立保健医療大学看護学科）

　僕がカンボジアに行き、日本に帰ってきて感じたこと

は、たった一つです。それは、「僕は、すごく恵まれている」

という感情です。こんなにも恵まれている僕がしなけれ

ばならないことはただ一つではないかと思っています。

それは、「自分ではどうしようもない環境にいる人たちの

力になる」ということです。僕は、このカンボジア渡航で

自分がいかに恵まれているかということを改めて考えま

した。でもそう考えているだけじゃダメだとも思いまし

た。思うだけなら誰だってできるからです。でもこれは考

えるだけで行動しないもしくはできないのがダメだとい

うことを言いたいのではありません。まずは考えることが大切だと思っています。

　でも僕は、実際に自分ではどうしようもない環境にいる人達に対して支援できるような人

間になりたいと思っただけなのです。そんな人間になるためにはどうすればよいかというこ

とを最近考えています。僕は、こんなことを考えている自分の気持ちを大切にしようと思って

います。

　実際に僕自身が、「自分ではどうしようもない環境にいる人たちの力になれる」人間になる

と強く決心できたのは、このカンボジア渡航に行ったからです。このような機会をいただいた

ことに感謝しています。ここまで書いてきたことが、この先綺麗ごとにならないように、頑張

ります。

　　私は大学1年の夏休み、カンボジアへ旅立ち

ました。車ででこぼこの舗装されていない道の

先にあるオー・ロムチェイ小学校に行きました。

カンボジアでの初めての訪問先でした。授業風

景を見学すると、下は土で隣のクラスの授業が

聞こえ、よく見ると小さな兄弟を抱きながら授

業を受けている子がちらほら見えました。また、

学年は小学6年生なのに年齢は16歳という子もいました。

　滞在3日目には、孤児院ホームランドへ行きました。そこには、様々な年齢層の子たちがい

ました。一人一人にとても深刻な過去があることを聞き、産まれる場所が違うだけでこんなに

も生き方に差が出るのかと衝撃を受けました。これから、日本に帰って私に何ができるのか、

将来をどう生きていくのか。これは、私の今後の目標になりました。

　カンボジアでの最後の夜は、ホームステイをしました。私たち、セカンドハンドユースが奨

学金を支援している19歳の女の子の家です。私よりも流ちょうに英語を話せたので聞き取る

のがやっとで自分のことを少ししか話せなかったのが残

念でした。また、「私たちユースのことについて教えてほ

しい！」と言われたので説明すると笑顔で「ありがとう」

と言ってくれました。今まで募金活動には1回しか参加し

たことがなかったけれどこれからもっと積極的に参加し

ようと決めました。カンボジアに行ったことは私の考え

方に大きな変化を与えてくれたように感じます。

キリングフィールドの慰霊塔でポル・ポト時代の惨劇について考える
ホームランドの里

子と

シャボン玉で交流
！

ホームランドの里子へ里親からのプレゼントを手渡しました
奨学金支援を受け

た学生と一緒に

ご飯をたべました

来年度の支援予定
校

オー・ロムチェイ
小学校にて カメラに

向かって
良い笑顔

☆ ユースが支援する奨学生と一緒にぜんざい作り

ラチャナハンディクラフト



ピートゥヌー小学校

1999年　　支援額：約470万円

校舎1棟5教室、生徒用机120台、教師用机椅子5組、黒板5枚、

教壇5台、トイレ1棟4室　

教育支援教育支援

自立支援自立支援

孤児院支援孤児院支援

　今回の渡航では、これまでにセカンドハンドが支援した学校や病院等の
視察も行いました。建設支援を行った建物はどのように使用されてきたの
か、フェアトレード商品を制作している女性達、孤児院で育った子ども達は
今どのような想いを抱いているのか。その模様を報告します！

　スヴァイリエン州の州都にあるこの学校には、現在約650名の

児童が通っています。

　セカンドハンドが建設支援を行った校舎は、今も状態良く使用さ

れていました。

　2007年にヘルスセンターから病院へ格上

げされた。

　一ヶ月に80人～90人の命を取り上げてい

た施設でしたが、病院の施設拡張に伴い、現在

は一般病棟として使用されています。

　ひと月に約50人の新生児が誕生しているそうです。

　修理が必要な箇所はあるものの、センター内は清潔に保たれ、市民

が安心して通うお産の施設になっていました。

　教員の多く
は遠隔地に住
まいがあり、毎
日事務室で寝
泊りし授業を
してくれてい
ます。今でも丈
夫な校舎のお
かげで、これまで多くの子ども達がこの
学校を巣立っていきました。子ども達が
笑顔で学ぶ様子を見るのが私の生きが
いです。日本の皆さまから頂いた温かい
ご厚意に心から感謝申し上げます。

コブトロック小学校

2004年　　支援額：約470万円

校舎1棟5教室、生徒用机100台、教師用机椅子5組、

黒板5枚、教壇5台、校門、花壇枠

トゥクトラヘルスセンター

2005年

支援額：約320万円

お産病棟

ポチェントン病院

2006年

支援額：370万円

お産病棟

ラチャナハンディクラフト・バッタンバン、
ラチャナハンディクラフト・スヴァイリエン

　赤土の道約8kmを車で走
ること1時間半。田んぼの地
平線が広がる地域に見えてき
たコブトロック小学校。周辺
に学校がなく3つの村の子ど
も達が毎日通学しているこの
学校では、現在約260名の児
童が学んでいます。

ティラーさん（写真右）
ラチャナハンディクラフト・バッタンバン勤務。
勤続年数23年
　息子がまだ小さかった時にも、職場に連れて行って仕
事をすることができたのでとても助かりました。妻の私
が働きに出ることへの夫の理解もあり、今まで続けてこ
られたと思います。私が作ったものを気に入って購入し
てくれる人を見るととても嬉しいです。

スライレアさん
　13年前にホーム
ランド孤児院に入所
してから、ホームラ
ンドで支援を受けて

育ちました。皆さんの支援をいただ
いて、この9月に高校卒業試験に無事
合格！ずっと夢だった教師になるた
めに、来月は教員養成校の入学試験
へ挑みます。

ピー
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校舎

教壇

今 う 想 抱

ルスセンター

　毎日大勢の人が通う首都の2つの病院。器材や医師が揃い、市民が安心して通うことのできる場所に
なっていました。

　ここでの仕事が家計を支える大事な収入
源になっているそうです。長く続いた内戦に
よる教育崩壊や、女性の社会的地位の低さか
ら、教育を受ける機会に恵まれなかったり、
自立できる仕事に就くことが困難だったり
する女性が大勢います。彼女も小学校までし
か通っておらず、簡単な読み書き計算しかで
きないとか。「ここで働くことができたおか
げで今がある」と語ってくれました。

1996年～　　支援額：約1500万円＋フェアトレード商品購入

職業訓練プロジェクト（センター建設費、運営費補助、人材育成

など）、足踏みミシン寄贈70台、自転車20台、バイク2台

ホームランド孤児院

2002年～

事務所建設費：約300万円　里親支援年間約70万円

援 ラチャ
ラチャ

支援支支援

スライレアさん

ホー
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事務

　路上生活や物乞いを強いられ、父親からの暴力を受けていた
スライレアさん。彼女だけでなく、これまでホームランド孤児院
から多くの子ども達が巣立って行きました。孤児院の代表マオ・
ランさんが、いつも満面の笑顔でお話ししてくれるストーリー。
「5歳の小さな子どもが町で物乞いをしていて、警察に保護され
たの。警察が親の名前や家を聞いても何一つ答えることができ
ない。だけど、たった一言だけ“ボクはホームランドの子”と答え
たことで、その子を無事に親元に戻すことができた。」この孤児
院が追い詰められた子ども達の命を救っていること、子ども達
の人生をよりよいものにしてきたことは間違いありません。

過去の支援先を見せてもらいました！過去の支援先を見せてもらいました！過去の支援先を見せてもらいました！

20年間地域の子ども達を見守ってきた校舎

子ども達が掃除をして
キレイに保たれていた校舎

助産師さんと

ご主人、次男と

校長先生

救急車も今でも現役！



【寄付者】青野千恵子、家次加奈、伊賀憲子、今井里美、小川和泉、小川佳緒里、柏原裕美、川崎多恵子、河原崎はるみ、

喜多和也、木村明仁子、黒田貞子、酒井恵津子、佐野容子、四宮香代、白川ふみ、神内幾代、末澤一誠、俵恵美、塚田泰

代、鳥かい歯科医院、沼田章、のぞみ総合法律事務所、林陽一、舟越先生、升崎里美、松原志乃、美濃吉広、三原主幹、宮

地菜穂子、宮本明宜、森登代子、藪脇恭子、YOU倶楽部、横田千春、吉本房子、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、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＞

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
セカンドハンド北海道

　セカンドハンド北海道の活動は年に2回

のイベントに出展が中心です。今年も初夏

のフェアトレードフェスタに続き、12月

21日（土）、札幌駅前地下広場で行われる

北海道国際協力フェスタのチャリティー

バザーコーナーに参加します。以前参加し

たカンボジアに関するドキュメンタリー

映画上映会で、アンコールクッキーがふる

まわれたことにヒントを得て、今回はカン

ボジア商品の販売の他にカンボジアコー

ヒー＆アンコールクッキーの試飲・試食も

行う予定です。ぜひお立ち寄りください。

　毎年、部活動でセカンドハンドにボランティアに来てくれています。
今年度は6月に事前学習として国際協力出前講座を実施し、8月のバ
ザーでボランティアをしてくれました！
　事前学習では、セカンドハンドの支援先であるカンボジアの子ども
達のエピソードを元に、カンボジアの子ども達が置かれている状況や、
日本の中学生との違い等を考えてもらいました。

・カンボジアの人達は日本より生活が厳しく、
学校に行けるのは幸せなことだと思っている。
カンボジアの人達は（学校に行くのを）経済的に
あきらめないといけないなど、日本での『当たり
前』が通用しないと分かった。

・私たちが学校に通えるのはあたりまえではな
く幸せなこと。カンボジアの子ども達が日本の
子ども達と同じように小中高校に通えるような
環境を整えていく必要性がある。そのために私
たちもボランティアに参加したりして小さな力
になりたい。

セカンドハンド・ユース

YOU倶楽部チャリティーパーティー

学校関係の皆様へ
～セカンドハンドの体験学習・講師派遣をご活用ください～

学校関係の皆様へ
～セカンドハンドの体験学習・講師派遣をご活用ください～

◆香東中学校英語部

【参加した生徒の感想】

　10月19日（10時～17時）香川県立保健医療大学で行われ
る橄欖（かんらん）祭にて、カンボジアの奨学生2名との交流イ
ベントを行います！地域の皆さまもぜひお越しください。
カンボジアの奨学生を、ユースがイベント等で集めたお金で
日本に招聘し、直接交流するのは今回が初めてです。この機会
に、ユースのメンバーひとりひ
とりが活動に責任を感じると
共に、カンボジアの学生にも
ユースの活動内容について深
く知ってもらい、自分達の奨学
金がどのようにして生み出さ
れているのかを体験してもら
いたいと思います。

　8月上旬に開催されたチャリティーパーティにご

招待頂き、今年もセカンドハンドの活動についてお

話してきました。また、会場内ではセカンドハンドの

フェアトレード商品を販売。「生地が丈夫でとても長

持ちする。今年も楽しみにしていた。」と手にとって下

さる方もいました。YOU倶楽部様より10万円のご寄

付を頂いております。ありがとうございました。

JCSNフォーラム

　9月14日に開催された、日本チャリティーショッ

プネットワークのフォーラムに参加してきました。年

に一度、全国各地でチャリティーショップを運営して

いる方々が一同に介し、ショップ運営に関する様々な

ヒントを交換します。

　優れたお店を表彰するショップアワードで、セカン

ドハンドからエントリーした「全国から送られてくる

お手紙に、得意の俳句付きハガ

キで返信しているボランティア

Mさんのエピソード」が部門賞

を受賞！面白い取り組みと大変

好評でした。

  「俳句おばさん(自称)」の俳句

‘’梅雨寒や列列列のうどん県‘’

大学祭の準備の様子

学校での事前学習の様子

セカンドハンドでは、講師派遣（JICA国際協力出前講座）や体験学習の受入れ
を行っています！子ども達の学びの機会として是非ご活用ください！

　紫雲中学校からは4名が3日間（9月10日～12日）職場体験に来て
くれました！高松店でのお店番や、倉庫作業、値札づくり、そしてセカ
ンドハンド・ユースとの街頭募金活動を行いました。最終日は、三木中
学校と合同での作業となり、指導役として説明する場面もありました。

・3日間の職場体験を終えて、自分が成長でき
たと思うことは、自分から行動したりすること
です。3日目は三木中の人たちと一緒だったの
で、知っていることを教えることができました。
日本は義務教育などがあるから、勉強や自由な
時間をすごすことができるけど、世界にはめぐ
まれていない環境ですごす人たちがたくさんい
ることが分かりました。自分のまわりの環境に
感謝して、自分もカンボジアの支援に協力でき
るようになりたいです。

・職場体験で、仕事ができた時の達成感や、お客
様のことを考えて仕事をすること、細かい作業
でもていねいにすることの大切さを知りまし
た。仕事は大変で次々することがあるけど、分か
らないことがあれば聞き、お客様が来店された
ら大きな声であいさつをするのが大切だと学び
ました。

◆紫雲中学校

【参加した生徒の感想】
お店番体験

　週末やイベントにはたくさんの高校生・大学生がボランティアに来てくれています！セカンドハンドで
は、毎月「イベント・ボランティア情報」を配信し、ボランティアを募集しています。学校単位でのお申込み
も、個人でのお申込み、ご家族やお友達とのお申込みも大歓迎！他校の参加者やセカンドハンドのボラン
ティアの皆さんとの交流の機会にもなっています。「イベント・ボランティア情報」のメール配信をご希望
の方は、セカンドハンド事務局（jimukyoku2hand＠yahoo．co．jp）までご連絡ください。

学生ボランティア募集中！
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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

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

※年末年始休業：12/28～1/5

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

※年末年始休業：12/30～1/3

〒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

※年末年始休業：12/31～1/3

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月中旬から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！

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
カンボジア視察渡航報告会
みんなでみんなの輪い和いかい（フェアトレード商品バザー）
かがわ国際フェスタ2019
香川県立保健医療大学橄欖（かんらん）祭
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！
フェアトレード商品バザー
国際理解イベント
カンボジア人が話す「カンボジアってこんな国！？」
食器市
冬物市
セカンドハンド通信発送作業
着物市

セカンドハンド松縄店
セカンドハンド高松店（本部）
瓦町FLAG8階 大会議室1
瓦町駅改札前（瓦町FLAG2階コンコース）
アイパル香川
香川県立保健医療大学

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

けやき市場
けやき市場
瓦町FLAG8階 大会議室1
けやき市場

毎月第3火曜日  13時～15時
毎月第3木曜日  10時～12時
10月05日（土）     10時半～12時半
10月06日（日）
10月14日（月・祝）
10月19日（土）

10月22日（火・祝）  13時半～15時半

10月26日（土）     10時半～16時半

10月26日（土）
     
13時～15時

11月10日（日）、11日（月）
11月24日（日）、25日（月）
12月01日（日）
12月08日（日）、09日（月）

裏紙・白コピー用紙・色コピー用紙、液体のり・スティックのり、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再生デッキ、メモ用紙、ノート、封筒（大きさ何でもOK、使用済みのものもOK）
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