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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

2020年1月1日

99

あなたの手を、 世界の誰かに。

検索セカンドハンド  Facebook

セカンドハンド設立
25周年記念事業
カンボジア人の招聘事業

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。

「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）。ひとり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。

　10月18日～27日、セカンドハンドが支援する現地団体に所属するカンボジ
ア人10名を香川県に招待し、学校への訪問やイベントを開催し、様々な人達と
交流をしてもらいました。セカンドハンドに関わる方々や香川県内の皆さまにカ
ンボジアのことを知ってもらうだけでなく、カンボジアの人達に香川県のこと、
セカンドハンドのことを知ってもらう機会となりました。詳細はP4、P5、P6で
紹介します！

公益社団法人セカンドハンドは、本年で設立25周年を迎えました。
新田恭子氏が始めた小さな運動が、商品を提供してくださる方、様々なミッションを担うボラン
ティア、お店で買い物をしてくださる方々、商店街や周辺の方々に支えられて、ここまで続けられた
ことに、心から感謝申し上げます。
四半世紀の中でボランティアも職員も理事会メンバーもどんどん顔触れが変わりました。
それでも、人々の善意を苦しんでいる人のために活かそうという精神は変わることはありません。
セカンドハンドは、日本のNGOとしては最も小さいもののひとつですが、大勢の人々が自分の時

間や品物、お金を提供することによって、困っている人を助けてきた極めてユニークな団体のひとつ
です。
「ひとりひとりの力は小さくても、集まれば大きな力となる」―このモットーとともに、これから
も多くの方が善意を寄せていただけるセカンドハンドでありたいと願っています。どうか、引き続き
ご支援ください。

セカンドハンド代表理事　三木誠

25年間ありがとうございました



カンボジア渡航報告カンボジア渡航報告第2弾第2弾カンボジア渡航報告カンボジア渡航報告第2弾第2弾カンボジア渡航報告第2弾
2020年度学校建設支援校決定！

オーロムチェイ小学校
教育支援教育支援教育支援

オーロムチェイ小学校建設支援にご協力いただけます方は、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窓口にて振替口座まで
ご送金ください。※教育支援にチェックを入れてください

カンボジア西部ポーサット州の州都より約95km
離れた所に位置しているこの地域は、木々に囲まれ
た自然豊かな場所です。各家庭へは電気水道が通っ
ておらず、生活用水は雨水を使用します。
私たちが訪問した日には、多くの地域住民が集

まってくれており、初めて見るという外国人に少し
距離を置かれながらも、少しずつ会話をすることが
できました。地域住民のほとんどが読み書き計算
ができないそうですが、子ども達には確かな学力を
身につけていい仕事について欲しいということ、そ
して新しい校舎をぜひつくってもらいたいという想
いをお話ししてくれました。
この学校の前身である村の識字教室は住民自ら

が建設。その識字教室の児童増加が理由で、2016
年に公立学校として認可されました。校長先生は、
弱冠23歳の男性教員。この他、教員免許を持たな
いボランティア教員3名がこの学校を支えていま
す。教員不足のために校長先生も毎日授業を担当。
さらに、午前と午後の2部制にすることで教室不足
を解消しています。
校長先生の自宅は学校から60㎞離れた村にあ

り、毎日学校へ通勤することが困難なため、学校近
辺に自力でつくった小さな小屋で生活しながら子ど
も達の指導にあたっています。開校以来初めてでき

た6年生クラスの最高年齢は16歳。近くの中学校ま
では15㎞あるそうですが、多くの児童が進学を希望
していました。
木造校舎は一見立派に見えますが、その土台と

なる細い柱はシロアリによる被害が大きく、いつ崩
壊してもおかしくありません。実際、数か月前には
校門が崩壊し、新しく作り直したばかり。シロアリ
の被害は目に見えにくく、その大きさは測れません
が、訪問した際にも空洞音のする壁や柱が確認さ
れました。
雨季には雨にも悩まされます。屋根はトタンを

敷いていますが、穴が開き雨漏りは深刻です。雨に
よって腐敗した木は黒く変色し、一部が割け、素人
目にも強度はとても弱く見えました。床は土がむき
出しのままで使用されており、雨の日にはぬかるん
だ状態で勉強しているのだろうと想像できます。砂
埃が舞い上がる乾季や、スコールに襲われる雨季
という大きな気候の変化に耐えながら、このような
環境で授業を続けることは非常に困難です。
この地域には、他の支援団体からのサポートは一

切ありません。教育支援がその成果を見せるのは何
年も先のことになりますが、子どもたちの未来のた
めに私たちはこの学校の校舎建設を支援します。皆
さまのご支援よろしくお願い致します。

8月中旬から2週間かけてカンボ
ジアを訪問してきました。渡航に
同行した4名のうち、前号で掲載で
きなかった2名の報告をご紹介！

-2- -3-

現在約100名の児童が通う。
現在は木造・トタン屋根の3教室のみ。

舟越和代さん（香川県立保健医療大学看護学科教授）
渡航では、セカンドハンドの支援を受けている、あるいは、過去に受けていた

人たちにもお会いできました。その方たちとの交流から感じたのは、カンボジア
の方たちが未来に向けて活力ある生活をしていること、家族を大切にしている
ことでした。カンボジアの発展には子どもの教育が一番必要だと思います。しか
し、近代化の中で貧富の差も出てきていて、いずれ、今までとは違った新たな教
育格差も出てきそうです。でも親が子どもを思う気持ちは誰にもあると確信しま
した。若いお父さんお母さんが子ども達にしっかり愛情を注ぎながら生活できる
環境づくりをすることで、将来のカンボジアを支える人が育っていくように思い
ます。

元奨学生が近年めでたく結婚！
そのお子さんと。

堀美紀子さん（香川県立保健医療大学看護学科准教授、フォスターペアレント）
セカンドハンドがこれまで支援した小学校や医療施設の視察に同行させてい

ただきました。セカンドハンドが建設した施設は、多少の傷みはありましたが修
理しながら大切に使われていました。また、新たに校舎の建設支援を検討してい
る貧しい山村部の小学校にも訪れました。トタン屋根の木造の校舎で、築2年だ
そうですがシロアリに食われ今にも崩れそうで、あまりのひどさに驚きました。
床は土のままで生徒は裸足です。とても衛生的とはいえず、正規の教員も1人で
都市部の学校との格差を感じました。子どもたちの保護者は学校に行けなかっ
た人が多いそうですが、自分の子どもには教育を受けさせたいという強い熱意
を感じました。このような学校こそ支援してあげたいと思いました。

堀先生には、保健衛生指導者育成プロジェクトの専門家としてもご協力いただきました！

孤児院で里子と再会

保護者や地域住民からお話しを伺いました。

ホームランド孤児院で実施した、スタッフ育成
事業が終了しました。事業評価として専門家と一
緒に孤児院を訪問し、関わったスタッフのインタ
ビューや子どもたちの家庭訪問を実施してきまし
た。2017年の第1回目の手洗い研修終了後から、
これまで指導していなかった手洗いを、日々の日課
として指導開始。手洗いを実施した日はカレンダー
にシールを貼付し、子ども達にとっても意欲的に
習慣化できる方法を取り入れてくれていました。ス
タッフの地道な指導の成果で、1年後にはほぼ100
パーセントの子ども達が、スクールでの手洗いを
実施するようになりました。この事業を実施でき
たおかげで、人々が健康で清潔に生活できるため
の大きな一歩となりました。スタッフからは、洗髪
の方法や食事の栄養素についてなど、更に学びた
いという要望が多く挙がっています。
この事業の実施において、専門的な立場でご協
力頂いた香川県立保健医療大学、そして品物や支
援金のご寄付を通してご協力頂きました皆さまへ
改めて感謝申し上げます。

香川県立保健医療大学  堀美紀子先生

ホームランドの先生たちにお話をうかがったと
ころ、「教わったことを家族や友人、近所の人に教
えてあげた」と多くの先生が答えてくれました。ま
た、子どもたちの親に手洗いや歯磨きの状況を確
認して、子どもたちの変化を実感した先生もいま
した。保健衛生指導者育成プロジェクトは、対象
がホームランドの周辺に限られ、目に見える成果
は小さいかもしれませんが、一歩ずつ着実に積み
上げられているように感じられました。セカンドハ
ンドは小規模なNGOだと思いますが、小さい組
織だからこそ相手と信頼関係を築いてできた支
援だったと思います。

「家でも歯磨きをするようになった」とお母さん。

手洗い
歯磨き

傷の手当
目の洗い方

保健衛生指導者育成プロジェクト終了保健衛生指導者育成プロジェクト終了（実施期間：2017年～2019年）（実施期間：2017年～2019年）保健衛生指導者育成プロジェクト終了保健衛生指導者育成プロジェクト終了（実施期間：2017年～2019年）（実施期間：2017年～2019年）保健衛生指導者育成プロジェクト終了（実施期間：2017年～2019年）

手洗



ボランティアとの
交流

子ども達との
交流

支援者との
交流

セカンドハンド・ユースとの
交流

子ども達が描
いた

ぬり絵を鑑賞

一般参加の子ども達との交流イベント

片原町店見学
一緒にランチ見学

長年ボランティアをし
ていますが、支援先の団
体や支援内容について、
今回初めて理解できた
部分がありました。カン
ボジアの皆さんとじっく
り話をする機会が多かっ
たのが良かったです。

ボランティアUさん

19日　ボランティア交流会

松縄店にて衣
類の値札付け付け

松

感謝してくれているのが伝わって嬉しかったです。また
ぜひ日本に来てもらって交流したいと思いました。

ボランティア竹本さん

　ボランティアの皆さんとはショップ見学やボランティア
体験の中で交流しました。ボランティアの日々の活動を
見てもらい、実際に体験してもらうことで、どのようにし
て支援金が生み出されるのかを実感してもらえました。

21日
セカンドハンド松縄店

22日
さぬきこどもの国

 英語実務科
の生徒と交流 1年生と交流

23日
高松商業高校　

24日
附属高松中学校

子ども達の普段の様子を見学

　学校や施設にて子ども達と交流をすることができまし
た。訪問先での活動はそれぞれ異なったため、日本の子
ども達の様々な面を見ることができました。また、カン
ボジア文化の紹介も行い、カンボジアという国や異文化
への興味・関心を高める機会となりました。

セカンドハンド設立25周年　カンボジア人の招聘事業　～10日間まるっとご紹介！～

21日　ボランティア体験

23日　高松保育園

商品の運搬

生徒による合
唱発表

25日　香東中学校

英語部の生徒と交流

冬用の保育園の制服を
ラチャナ･ハンディクラフトで

製作しているよ

子ども達は明るくて生
き生きしていてとても嬉
しく思いました。言葉も
文化も違うけどみんなで
集まってご飯を食べると
国の壁はそんなに感じ
ずみんな一緒なんだなっ
て思いました。

ボランティア藤原さん

久松さん宅へ

スレイリンさ
んとマリンさ

ん
若杉さん宅へブットさんとピーさん

19日　4人が2家庭にホームステイ19日　支援者のお店で夕食

文化祭では

うどんを一緒
に販売しまし

た

ホームステイや夕食のご招待などをしていただき、温かいおもて
なしを受けました。交流の日以外でも里親の方が会いに来てくださ
ったりと、里子にとっては支援者の皆様の温かい愛情を改めて感じ
られる機会になりました。

セカンドハンド・ユースが
支援をしている奨学生2名を
中心に交流を深めました。

19日　香川県立保健医療大学文化祭

26日　募金活動

私達夫婦にとっても、子どもたち
にとっても、違う文化の人と交流す
る良い機会になりました。ホームス
テイ、また機会があれば、ぜひ受け
入れたいと思っています。

フォスターペアレント若杉さん

初めてのホームステイの受け入れでしたので、2人を迎えるまでは不安と緊張で一
杯でした。でも、とびきり可愛いマリンとスレイリンの笑顔に出会い、いっぺんに緊
張がほぐれました。夕食作りを手伝ってもらったり、栗林公園での散策や和舟体験、
屋島の水族館に行きドルフィンショーも楽しみました。あっという間の2日間。少し
でも多く楽しい時を過ごしてもらえて、ずっと心のどこかで覚えていてもらえたら、
幸いです。

フォスターペアレント久松さん

様々な学校を訪問し、日本の生徒
達と活動できたことが一番印象に
残っています。教室内で携帯を使わ
ない等のルールや教師と生徒の仲
の良さ、また生徒達が真面目に授業
に取り組む姿に感銘を受けました。
カンボジアに帰ってから、スタッフ
や生徒達に伝えたいと思います。

KKEV代表
Phearak（ピアラック）さん

流

カンボジアについて地理
で習ったが、まだまだ知ら
ないことがたくさんある。世
界の多様性を感じた。交流
するためには相手のことを
考えて、自分が伝えたいこと
を的確にわかりやすく伝え
なければならないと学んだ。

高松商業高校2年生
（感想を抜粋）

奨学生以外のメン
バーにも参加しても
らった募金活動では、
短時間ではありました
が、12,500円を集め
ることができました。
今回の募金活動で集
まったお金と、文化祭
の利益は、全て奨学金
支援に充てさせて頂き
ます。ご協力ありがと
うございました。

セカンドハンド・ユース

実際に、支援している学生と会うことで自分達が行っている活動に責任を感じると同時に、カンボジアの学生達にも、自分
の学費がどのように集められているのか体験できる良い機会とすることができました。お互いにいい刺激を与えることで、こ
れからのモティベーションに繋がると思います。学生達も、日本を満喫して頂けたようで嬉しいです。
今回招聘できたのは、2名だけでしたが、ユースは現在6名の学生を支援しています。このことを頭に置いて、これからも
一生懸命活動していきたいと思います。

セカンドハンド・ユース

の利益は
支援に充
ます。ご協
うございま

セカン

ユースメンバーの温かい歓
迎が本当に嬉しかったです。
募金を一緒に体験して彼らが
支援金を集めるために大変な
努力をしていることを知りま
した。改めてユースメンバーに
感謝をし、一生懸命勉強をしなければいけな
いなと思いました。

奨学生Sreylin（スレイリン）さん
募金箱

お願い
します

！



イベント

青井恵子、青野千恵子、伊賀憲子、池内保、岡崎城西高校英語部、岡田洋子、沖田竜太郎、柏原裕美、片山績、川
崎多恵子、神埼利子、木村明仁子、酒井恵津子、佐野容子、下地初子、シュエリン公子、白川ふみ、末澤一誠、菅善
明、高田笙子、高松東高校マンガ研究部、田中正利、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、蓮井孝夫、林純子、林陽一、藤原和子、舟越和代、堀美紀子、堀具王、堀良子、
升崎里美、松原志乃、マンスフィールド雪江、三浦美保、美濃吉広、宮林ミドリ、宮本明宜、森登代子、藪脇恭子、
横田和典、横田千春、吉本房子、高松ロータリークラブ、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、四国フェアトレードネットワーク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<順不同・敬称略>

9/1～10/31までの2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・ユース

昨年秋は、学校受入れや25周年記念事業と
イベントが続きました。学校受入れでは、紫雲
中、三木中の皆さんと一緒に募金活動を行いま
した。参加した生徒たちは、初めは声かけするこ
とを恥ずかしがっていましたが、最後には大きな
声で元気よく活動してくれました。また募金活動
に参加したいと言ってくれた生徒もいて嬉しかっ
たです。
今年度の奨学金支援額は22万円です。皆様
にご協力を頂き、現在までに約10万円を集める
ことができました。一人でも多くの学生を支援す
るために、1月からは街頭募金活動を毎月2回に
増やします。これに加え、皆さんが楽しめるよう
なイベントを計画中です！お楽しみに！

さぬきこどもの国でのイベント（25周年記念事業）

★一緒に募金活動してみませんか？
　ご連絡お待ちしております。
　secondhand_youth@yahoo.co.jp
　《セカンドハンド・ユース 代表 矢木希》

丸亀町壱番街
ドーム広場

私たちの商品に興味を持ってくださって足を運んでくだ
さった皆様に感謝したいです。商品を買うことで、私を含
め、ここで働く女性達やその家族の暮らしを守っていただ
けます。ありがとうございました。

ラチャナ・ハンディクラフト代表 Syvanna（シヴァナ）さん
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国際交流やフェアトレードに興味・関心のある
一般の方との交流の場となりました。

26日　フェアトレード商品販売イベント
WeBase高松

言葉がわからないので、上手く相手に伝わるだろうか？
とちょっと心配でしたが、いろいろと質問しているうちに
打ち解けて楽しい時間は、あっという間に過ぎていきま
した。カンボジアの子ども達が一生懸命に頑張っている
ので、将来の夢が叶うと良いなぁと思いました。

ボランティア岡田さん

26日
国際理解イベント「カンボジアってこんな国1?」

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。今年は、約2万円となりました。
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。
また、書き損じハガキや、ご不要になったハ

ガキ・切手類も回収しています。古いものでも
OK！今年度ご提供いただいたハガキ・切手は、
郵便書簡約800部になりました。セカンドハン
ド通信の発送に活用させていただきます。

使用済み切手
書き損じハガキ
募集中！！

　提供された使用済み切手を整理し
てくださるボランティアも随時募集し
ています！切手の周囲5mmを残して
ハサミで切り取る作業です。空いた時
間に1時間からOK！ご希望の場合は、
希望日の3日前までに事務局までお
知らせください。

　理事やボランティ
ア、支援者の皆様の
ご協力で、香川の観
光地も訪れること
が出来ました。

持ち寄りパー
ティーー

歓迎会では子ども達がとても緊張していて、私ももっ
と言葉の勉強をしておけば良かったと思いました。あま
りご飯も食べずに緊張していた様子の子が、私が持参し
たりんごを食べて、ニコッと笑ってくれたのがとても嬉し
かったです。ホームランドスタッフのモンターさんの子ど
も達への気配りや優しく見守る姿が印象的でした。普段
会えない他のフォスターペアレントの方に会えてお話で
きたのも良かったです。

フォスターペアレントKさん

初日と最終日にボランティアや支援者の皆様に
集まっていただき歓送迎会を行いました。

18日　歓迎会 26日　歓送会

歓送迎会

観　光

こんぴらさん 栗林公園

男木島
瀬戸大橋記念公園＆与島

最初は緊張していたカンボジアの子ども達も、皆さまとの交流を通じて笑顔の時間が増えていき、積極的にコミュ
ニケーションを取るようになってきました。ボランティアや支援者の皆さまにとっても、カンボジアやセカンドハンド
の支援先の人々の新たな一面を知る機会となったようで、「楽しかった。またぜひ来て欲しい」との声を多くいただき
ました。そして、今回初めてセカンドハンドの活動やカンボジアの国について知ったという皆さまとの出会いのきっか

けにもなりました。25周年設立記念事業へのご協力、ご参加いただきました皆さまに感謝を申し上げます。これからも応援を
してくださる皆さまとともにカンボジアの人々の笑顔のための活動を続けてまいります。

本事業にご協力いただいた皆様（順不同・敬称略）
遊び家ふるたか、おさかな広場寿司和食ここも、香川大学教育学部附属高松中学校、香東中学校、さぬきこどもの国、高松商業
高校、高松保育園、高松丸亀町商店街振興組合、高松三越、葡萄塾、堀美紀子、三豊園芸、WeBase高松
この他、たくさんの皆さまに様々な形でご協力いただきました。ありがとうございました。
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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）

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

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回発行しています。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！なお、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！
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）

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

セカンドハンド松縄店

けやき市場

毎月第3木曜日　10時～12時 ボランティア体験デー

領収書発送作業＆事務作業

布はぎれ・古本市

セカンドハンド高松店（本部）

4月18日（土）、19日（日） セカンドハンド通信発送作業 瓦町FLAG 8階 大会議室1

1月11日（土）

2月16日（日）、17日（月）※予定

場　所
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セカンドハンド
高松店

JR高松駅
至
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町
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