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　セカンドハンドは現在、フォスターペアレントプログラムという形でカンボジアの孤児院、ホームランド
への支援を行っています。ホームランドはカンボジアのローカル（現地）ＮＧＯです。カンボジアでは長年
にわたる内戦のため、混乱が続き、経済状況の改善にはまだまだ時間を必要としています。そんな中、一番
被害にあっているのが子供たちです。ホームランドでは人身売買の被害にあった子供やストリートチルド
レン、また、エイズ孤児など、両親との生活ができない子供たちが暮らしています。心や体に傷を負った子
供たちを物質的、精神的に支援し、再び家族と暮らせるように、あるいは自立して生活していけるように、教
育や職業訓練の場も提供しています。�
�
　ホームランドはセカンドハンドを含めた複数の外国のＮＧＯやカンボジア政府からの支援を受けながら
運営しています。現在使用している施設はバタンバン市中心部から近くの借家ですが、子どもの数が増え
たことと今後の安定した活動を考え、郊外の環境のいい場所に施設を建設することになりました。施設に
は子どもたちが生活する棟が５つ、事務所、食堂＆職業訓練のための教室棟、キッチン＆倉庫棟を予定して
います。そのうち、子供たちが生活する建物については経済的支援が確定しているということですが、事務
所に対しては支援を受けられずに困っており、セカンドハンドへ支援要請がありました。セカンドハンドとし
ては、スタッフが仕事をする事務所は必要であり、事務所を支援することも最終的には子供たちへの支援
につながると考え、支援を決定しました。�
　ぜひご理解いただき、孤児院施設建設への御協力をお願いいたします。�
�
　また、ホームランドに対しては孤児達の里親になり、一定額を支援していくというフォスターペアレント
プログラムを昨年より行っております。プログラムに興味がある方は本部までお問い合わせください。資料
をお送りします。�

�
　セカンドハンドの活動について講演できる講師を派遣しています。現在、県内外で年間５０～６０カ所の講演を行っています。�
国際協力への理解を深めるワークショップなども実施しています。セカンドハンド本部事務局にご相談ください。�

医療支援開始　職業訓練　体験学習�
チャリティーバザー　お茶会・ミニコンサート�
国際協力参加の手助け帳�

P2�
P3�
P4～5

ギフト商品賜ります！　Thanks�
支部だより　セカンドハンド学生部「小指会」�
imformation�
�

P6�
P7�
P8

ホームランド孤児院オフィス完成予想図�
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誕生日です。健康でこの日を迎えられた事に感謝して気持ちだけですが送金します。（川口市　竹村様）　   素敵なご寄付ありがとうございます！�

　栗林公園イベント公募事業の一つとして、セカンドハンドが考えた秋オススメ企画「お抹茶
飲んで国際協力！」は１１月２２日、２３日の２日間開催されます。�
　香川が世界に誇る庭園の眺めをバックにお抹茶を楽しんでいただくだけでなく、アテフ・ハ
リム氏によるヴァイオリンの演奏を掬月亭という特別な場所で楽しんでいただこうという企
画です。紅葉の時期ということもあり、夕方にはライトアップされた幻想的な庭園を楽しむ事
もできます。�
　当日はカンボジア商品の販売もあります。�
　このイベントの収益金はカンボジアの小学校建設の費用に充てられます。�
　芸術の秋、食欲の秋、スポーツの秋、色々なテーマの秋がありますが、この秋は心に響く音
楽と美味しいお抹茶を飲みながらの「国際協力の秋」にしてみませんか？�

　　　　　　　　  　　●お茶席●　●ミニ・コンサート●�
日時：１１月２２日（土）１０:００～１９:４５   １１:００ １４:３０ １９:００�
１１月２３日（日）９:３０～１５:３０   １１:００ １４:３０ �

場所：栗林公園・掬月亭�
前売り券：1,000円（入園料込み）�
チケット取扱店：セカンドハンド高松店、丸亀町店、丸亀店�

　ここで紹介したように、学校全体での協力であったり、生徒さん自身
が主体的に取り組んだり様々ですが、「小さな力でも集まれば大きな力
になる」ということを実感するとともに、皆さんの活動に励まされています。�
　また、このような学校での取り組みをきっかけに、生徒さん個人が、自
宅に募金箱を置いたり、周りの人に募金を呼びかけたりして、寄付を持
ってきてくださるケースもあります。もっともっと輪が広まり、よりよいカ
ンボジアの支援につながれば素敵ですよね。�
　最後に、生徒の皆さん、先生方、ここに取り上げていないけれども協
力して下さった皆さん、本当にありがとうございました。�

　9月7日から9日間、10月5日から9日間、JR高松駅に隣接するイベント広場でバザー
を開催しました。駅という多くの人が行き交う会場を提供して頂いたことで、たくさん
の方に御協力いただけただけでなく、新たに県内外の方々にセカンドハンドを知って
いただくことができました。ボランティア参加の申し出もあり、嬉しい限りです。�
　エースワンサンポート高松店さんとセブンミートさんはじめ関係者の皆様の多大な
るご理解、ご協力に心より感謝いたします。�
 ボランティアスタッフの皆様もお疲れさまでした！ありがとうございます！�

【文化祭でフリーマーケット】�
・庵治中学校（ソフトテニス部）�

　ソフトテニス部で文化祭でフリーマー
ケットを開催し、収益金を寄付。�
　生徒、先生、保護者に呼びかけ集めた商
品には、あらかじめ値段をつけず、お客さ
んが買う時に好きな値段を払ってもらう
形をとったそうです。お客さんは、「好き
な値段をつけてください」と言われ、チャ
リティーということもあってか、少し多め
に支払ってくれたそうです。大成功でした！�

【街頭募金】�
・牟礼中学校�

　一年生の女子
生徒さん6名が、
募金活動を実施。�
　9月8日～12日の5日間、
高松サティや天満屋などで、
手作り募金箱やポスターを持
ち、協力を呼びかけました。�

【全クラスに募金箱設置】�
・坂出第一高校�

　各クラスに2ヶ月間、募金箱を
設置しました。�
　全校生にセカンドハンドの活
動紹介ビデオを見てもらい、募
金を呼びかけました。�

�

Atef Halim�
　�

　エジプト人の
父とフランス人
の母の間に生ま
れ５才でヴァイ
オリンを始める。
パリ国立高等音
楽院卒。ベネデティ、コーガン、ハイフ
ェッツ、メニューインに師事。若くして
フランス管弦楽団のコンサートマス
ターを２年間務めた後、劇的な出会い
をしたシェリングの内弟子として４年
間を過ごす。ヨーロッパ各地での活
躍を経て、９３年来日。ヨーロッパと日
本でCD、LPをリリース。高い技術だ
けでなく、”心”の存在を感じる演奏
をお楽しみいただけます。�

　たたくさんのご協力ありがとうございました！�
■ 恒例！チャリティーバザー ■�
　たくさんのご協力ありがとうございました！�

《学校から国際協力》 　　学校学校で取り組ん組んでいる事例事例を報告報告します。す。�《学校から国際協力》 　　学校で取り組んでいる事例を報告します。�
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セカンドハンドの支援で建設がはじまった�
保健センター。�

新聞でセカンドハンドの活動を知り感激しました。（多度津町　上岡様）�

日本から届いた写真に喜ぶ女性たち。� セカンドハンドの支援で5月に完成した�
センターで、訓練が始まりました。�

　前号のニュースレターでお知らせしたように、セカンドハンドは初めて医療支援プ
ロジェクトに取り組むことになりました。財産、土地、仕事がなく、スラム街に住んで
いる人たちは、福祉・保健サービスを受けることができません。そのような人たちの
ために、セカンドハンドのような国際NGO、現地NGO、カンボジア政府が協力しあい、
誰もが最低限の医療を受けられるようにするのが、このプロジェクトの目的です。�
�
　現在の問題としては、ＨＩＶ感染者の割合が高いこと、分娩施設が整っていないこと、
収入がないため薬を買えずにかぜなどの日常的な病気でも亡くなってしまう人が多
いことなどがあげられます。セカンドハンドではこのプロジェクトに対し、28,200ド
ルを支援しました。これは、地域の医療事業の核となる保健センターの建設とエクティ基金に充てられました。保健セン
ター１棟はすでに建設着工しており、年内には完成予定です。完成すると、サマキ地区の約3,000人に対し、保健サービ
スを提供できるようになります。10/25から視察と現地担当者とのミーティングのため、カンボジアに参ります。現状や
今後の方針を含めて、次号でより詳しく報告したいと思っています。�　�
＊１０/２５～代表、孤児院、医療プロジェクト担当ボランティアの計３名がカンボジアに参ります。（費用は自己負担です）�

　セカンドハンドから送った足踏みミシンを使っての職

業訓練が７月にスタートしました。�

　村から選ばれ、１年間訓練を受けた８名の女性たちが

先生となって技術指導を行っています。�

　ここで作られた商品が店頭に並ぶ未来が、着実に近

づいています。�

　次号で女性たちの奮闘ぶりを伝えたいと思っています。�

　総合学習の時間にボランティアや国際理解の体
験学習を行う学校が増えています。セカンドハンドは、
活動開始以来、学生や社会人にボランティア体験の
場を提供することで社会教育への貢献を目指してき
ました。今年度も10月現在で約170名を体験ボラン
ティアとして受け入れました。�
　参加者は、スタッフから活動の目的やカンボジアの
現状について話を聞いたり、VTRを見たりして、セカン
ドハンドについて学んだあと、お店や倉庫でスタッフと
一緒に作業に取り組みます。ときには、開発教育の
教材を使って国際理解の学習をおこなうこともあります。
このような体験学習をとおして、国際協力や国際理
解に関心を持ち、自分もやってみようという人が一人
でも多くなることが、よりよい世界を作ることにつなが
ると考えています。�
�
＜先生へ＞�

　スケジュール調整のため、活動予定の１カ月前までに
ご連絡いただけると助かります。�
　事前や事後の活動についても遠慮なくご相談ください。�

ニュースレター発送のための封
筒の宛名貼りや、写真整理を楽
しみながら手伝ってくれました。�

＜参加者の声＞�
　ボランティアというのは、最初は小さなことから始まるんだなと思いまし
た。カンボジアのポルポト時代の話はとてもショックでした。私たちと同じ
くらいの年の子どもが、何も悪いことをしていないのに、働かされたり殺さ
れたりしていたというのを聞いて、とても悲しくなりました。改めて、自分た
ちはとても幸せなんだと思いました。だから、これからは自分のことばかり
じゃなくて、他の人のことも考えて、小さなことからボランティアにつなが
る事をして行きたいと思いました。�
　活動は大変でしたが、品物を運び終わったときは、気持ちよかったです。
自分が人の役にたてたと思うと、とても満足しました。以前はボランティア
って何ももらえなくて損だなと思っていたけど、今回の学習をとおして、そ
の考えが変りました。�
自分を少しずつでも成長させてくれるとてもいい経験でした。�

（高松市内の中学１年生女子）�

スヴァイリエン職業訓練プロジェクト  ～経過報告～�
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世界のために何かしたいと思っている方！できるこ
ご紹介します。この手助け帳を元に、国際協力にチ

　封筒やハガキに貼られている切手を集めるという小さなことが、世界のだれかの�
笑顔につながります。必要な道具はハサミだけ。さあ、切手を集めて国際貢献しよう！�

●基本的な切り取り方�

特に切手の形に沿って切る必要はありません。�

印刷がはげている�
破れている�

傷ついた切手を含んでいる�

他の破れていない切手
が大丈夫なので、OK。�
この状態で送って下さい。�

切手は傷ついていないけど、�
　　　　　　　　判断に迷うもの�

切手の際で台紙が切られている�

台紙がない�

一部台紙が破れて無い�

切手が重なっている�

判別つかない場合は、別にして「わからないもの」と書き添えて送って下さい。�

集められた切手は・・・�個人のコレクターが協力価格で買い取って下さっています。�
もちろん、そのお金は国際協力活動の資金となります。�

投函していないハガキであれば、なんでもOKです。�
ニュースレター発送時の郵便書簡と交換します。�

切手が傷ついているもの�

×� ×�

○�

さ
ま�

■送り先、お問い合わせ先：NPO法人セカンドハンド本部事務局�
〒760-0055  高松市観光通１ー１ー１８�
Tel＆Fax：087-861-9928　E-MAIL 2nd-hand＠eskimo.com�
URL http：//www.eskimo.com/̃2nd-hand/
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ことは、身近にたくさんあります。その中の一部を
チャレンジしてみましょう！�

この虎の巻を利用して友達と、家族と、チャリティーバザーを開催して国際協力してみよう！�

新品同様のもの、家の中に眠っていませんか？
まずは身の回りを整理してみましょう。友達や近
所に声をかけて集めてみても良いかも。�

Ｑ、ディスプレイのコツは？�

Ｑ、値引交渉って楽しいけど…�

Ｑ、残った商品はどうすればいいの？�
バザーに出店予定がなく家でのストックが困
難な場合は、セカンドハンドにお送りいただ
いても結構です。ただし、受付ける条件が
決まっています。セカンドハンドまでお問い
合わせください。�

セカンドハンドのチャリティーバザーの趣旨を説明し、お客さんもお買い物
で国際協力できることを伝えましょう。その際「売上金はカンボジアの支
援に充てられます」と明記された展示物があれば理解してもらいやすいで
す。展示物作成についてはセカンドハンドまでご相談下さい。こちらから

お貸しすることもできます。�

Ｑ、商品はどうやって集めるの？�
価格は、近所のスーパーなどの商店を参考にす
ると良いですね。値札は、お客さんの目を引く
ように大きく分かりやすいものを使いましょう。�

Ｑ、商品の値段付けはどうするの？� 衣類やタオル
類に値札を付
ける際、ホッ
チキスで止め
ると取れにく
いです。�

Ｑ、用意しておくものは？�

お振込の場合には同封の�
郵便振替用紙をご利用ください。�

口座番号：01620－6－60029�

皆さんのバザー中の写真を送ってください。�
ニュースレターに掲載します。�

Ｑ、チャリティーバザーはどこで開催すればいいの？�
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　 クロマー（大）　　 ￥3,500�
　　シースルーで、はりのある素材�
　　（商品番号 2025）183cm×92cm�

　 クロマー（シルク） ￥5,000�
　　光沢があり、やわらかい素材�
　　（商品番号 2028）180cm×85cm

ご家庭、教室、職場、どこに置いてもＯＫ！なお、
募金箱は再利用してくださいね。��
〈郵送での購入をご希望の場合〉�
郵便振替口座に「CD希望」「ポストカード希望」
「募金箱希望」「カンボジア商品希望」など明記
し、住所、氏名、希望枚数を御記入の上、商品代
金に下記の送料を加えてご入金下さい。�

●募金箱　無料�

これまでのセカンドハンドのスタ
ディーツアー秘蔵写真の中から
選びました。ハガキの表には、セ
カンドハンドからのメッセージも
入っています。セカンドハンドを
もっとたくさんの方に知っていた
だくために、是非使ってください。�

●オリジナルポストカード（7枚組）　￥500

セカンドハンドに出逢ってできた素敵なレ
オンさんのやさしさ溢れる唄声とメロディー。�
「今までより、少しだけ・・頑張ってみよ
うかな」という気持ちにさせてくれる
CDです。�
〈販売レコード店〉タマル本店、エル、
ゼルbyタマル高松店、タマル太田店、
ゼルbyタマル丸亀店、VOICE、DUKE

●チャリティーCD「少しだけ」（全6曲）　￥1500

送料�
CDカンボジア商品　500円�
ポストカード　90円�
募金箱　160円（切手の郵送でも可）�

口座番号　01620-6-60029�
加入者名　NPO法人セカンドハンド�

SECON
D HAN

D

セカンドハン
ドはチャリテ

ィーショップ
の収益金や

皆様からの
寄付等によ

り、カンボジ
アの

小学校建設
をはじめとし

た教育支援
、地雷による

障害者や女
性の自立支

援を行って
いま

す。�
�
あなたの力

を貸してく
ださい…チ

ャリティーシ
ョップへの

商品の無料
提供、�

　　　　
　　　　

　　　   ボ
ランティア

として参加
、寄付�

右�

左�

 4ケタの商品番号を書いて、お申し込みください。色の希望を
お知らせ下さい。ご希望に添えない場合がありますが、ご了承く
ださい。�

【店舗・倉庫】ＧＩＮＣＨＯ・樫村（丸亀町店）、丸亀ＴＭＯ推進協議会（丸亀店）、弘陽商会（朝日新町）、金丸水産・中村（瀬戸内町）、冨井（満濃町）【出店協力】エ
ースワンサンポート高松店、（株）セブンミート、【ニュースレター発送協力】塩江中学校、三木中学校その他多くの方 【々寄付】香川/庵治中学校、入江治子、
岡野道子、笠井サヨ子、香川県自治研修所、片岡真世、加藤雅子、川崎浩二、喜多和也、工藤ひとみ、児山美津子、佐藤一博、四国学院短期大学プラクティカム、
清水純子、高畑サダヱ、タケヤ電気（株）、田中浩一、土岐裕見子、永井栄子、永平こうぞう、（有）ナマステジャパンコーポレーション、飯山中学校、久島茂子、袋
田芳子、三木佑二郎、宮本欣貞、森廣子、森谷芳子、山下真理子、山田美智子、大阪/京香英、橋本加代、岡山/太田雅仁、貝原博子、藤川幸恵、神奈川/アイスタッ
フ（株）、居酒屋瀧酒房、長山喜代子、岐阜/吉岡美紀子、京都/森下惠子、高知/大峰暁、埼玉/竹村久美子、東京/高橋久美子、谷和晃、名古屋/安達美恵子、兵庫
/河原敏博、福岡/古賀邦雄、後藤キクエ、山口/中野光次郎、村重加代子、【イベント協力】あさひの、家庭菓子Hanna、凡喰旺、くるめラーメン津福店、【その
他】大山牧場、コスモ商事（株）、佐川急便（株）、セカンドフット、天勝（丸亀）、錦郵便局、メガマート寒川店、【印刷協力】アイ二チ（株）　�

　今年『飯山ボランティアフェスティバル（綾歌郡飯
山町）』で実施されたゲームの景品の注文をいただ
きました。セカンドハンドで販売している新品の文
具や雑貨などを組み合わせて景品をつくりました。�
　また、カンボジア商品を結婚披露宴の引出物やお

見送りの際に渡
すプレゼントと
して利用して下さるカップルもいます。�
　ゴルフやカラオケの大会、クリスマス会やパーティ
ーの景品、引出物などご予算に応じて商品をつくれま
す。�
　お気軽にセカンドハンド本部までお問い合わせくだ
さい。�

活動を少しでも応援できたら幸せです。（高松市　磯谷様）�

〈敬称略〉�
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「小指会」のコーナー�

　開設まもない、京都支部ですが、フリーマー
ケットへの出店を中心に活動を広げています。
関西方面でお手伝い頂ける方、是非一緒に活
動しませんか？�
　毎月１５日は、関西有数規模の知恩寺（京都
市左京区／京都大学キャンパスに隣接）手作
り市に出店しています。�
　お気軽に御連絡下さい。待ってます♪�

　毎年恒例、福岡のＮＧＯ
を紹介するイベント『地球
市民どんたく』が今年も開
催されます。セカンドハン
ド福岡支部は11月16日
（日）に出展し、活動紹介を
します。�
　ぜひ会場に遊びに来て
下さい！�

　10月4、５日の２日間、ＮＰＯ・ＮＧＯ４３団体が参加した国際協力フェスタが札幌ファクトリーで開催されました。エスニッ
クカフェや民族音楽などのショー、ピーストークマラソン、留学生と輪になって話そう会など盛りだくさんの企画の中、セカ
ンドハンドはバザー出店しました。カンボジア商品のブースが他に３店あり、ちょっと競合する品があり苦戦しましたが、2
日間で12,800円を売り上げました。�
　今回は初参加のボランティア学生4名も楽しみながら手伝ってくれました。皆さん本当にありがとう！�

これからも援助を必要としている方々の支えとなるような活動を推進してほしいと願っています。（千葉県　平塚様）�

　小指会の最初の活動として、7/18～21にセカンドハンドが実施したバザー会場付近で募金活動をおこな
いました。これはニュースレターNo.33でお知らせした医療支援のための募金としておこないましたが、4日
間で48,860円を集めることができました。�
　参加人数は１８人、募金活動は初めてという人がほとんどで、はじめは恥ずかしくてなかなか声が出せません
でした。でも、お金を入れながら「頑張ってね」と声をかけて下さる人や「少ないけど」と協力して下さる方々
に励まされ、４日間頑張ることができました。�
　私たちはまだ学生ですが、世界のために自分が少しでも役立てると思うととてもやりがいがあります。これ
からも頑張ります。（メンバー一同）�

「小指会」のコーナー�

「北海道国際協力フェスタ2003」に出店しました！�

※小指会への入会はセカンドハンド本部で受け付けています。�
　学校という枠を超えて、一緒に国際協力活動をしましょう！�

セカンドハンド学生部�

　2004年５月、皆さま一緒に活動を続けて丸１０年になります。これまでのセカ
ンドハンドの歩み、１０年分の膨大なデータをまとめてご紹介する等の振り返り
をはじめ、１０周年ならではのイベントや企画を盛り込み「セカンドハンド１０周年
事業」を企画したいと思っています。��

　１人１人の力が大きな力となって活動の輪を広げてきましたが、セカンドハンドを育てて下さった皆さんにも一緒
に１０周年事業の企画を考えていただきたいと思います！（ちなみに７周年の時には募金箱とハガキを作りました）�
　楽しくセカンドハンドらしいアイデアを募集しています。また、１０周年事業を盛り上げてくれるスタッフも募集し
ています！�

�

昨年の様子�
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収支報告書は毎月セカンドハンド店頭で掲示しています。�

丸
亀
町
店

倉
　
庫

丸
亀
店

■セカンドハンド丸亀店
■〒763-0021
■丸亀市富屋町30-1
■TEL：0877-25-2876
■営業時間：
10：00～19：00

ボランティアスタッフ不足の
ため営業時間が不定です

高松市朝日新町弘陽商会1F

〈水〉13：00～17：00
〈金〉10：00～17：00

高松市瀬戸内町金丸水産2F

〈木〉9：00～16：00

※商品を郵送する場合には高松店にお願いします

支
　
　
　
部

■セカンドハンド川口支部
代表　早舩　　 森田 090-4169-9940
（E-mail）tsubasa@i-staff.co.jp

■セカンドハンド大阪支部
徳　　070-5680-0109
(E-mail) tokuyo@d1.dion.ne.jp

■セカンドハンド北海道支部
大波　Tel:090-2695-9390 Fax:0144-76-1136
(E-mail) satomie@seagreen.ocn.ne.jp

■セカンドハンド京都支部
浜本（きょうとサポートハウス内）
Tel:090-6971-7305 Fax:075-752-3076 
(E-mail) shmkyo@sea.plala.or.jp 

支
　
　
部

■セカンドハンド福岡支部
木村 090-5746-3067 （E-mail）r-kimura@highway.ne.jp
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-8-15
福岡YWCA会館 フェアトレードショップWピース

※カンボジア商品のみ販売しています
（火～土　13:00～17:00）

南区南大橋で毎週金曜日出店中！

☆このニュースレターは３ヶ月に一度５０００部発行しています。
封筒作り、発送作業等をボランティアで行い、約４２００部を全国　
の支援者へ無料で発送しています。購読ご希望の方は、ハガキ、ＦＡＸ、
メールなどでお申し込み下さい。

■セカンドハンド丸亀町店
■〒760-0045
■高松市丸亀町14-5
■TEL：087-822-3552
■営業時間：
10：00～19：00

高
松
店

田
町
商
店
街�

観光通�
●�

●�

●�

百十四�
銀行�

マルナカ�
田町店�

市営南部�
駐車場�

■高松店〈1F〉
■セカンドハンド本部〈3F〉
■〒760-0055
■高松市観光通1-1-18
■TEL：087-861-9928
■営業時間：
10：00～19：00

《
倉
庫
作
業
日
》

TEL：070-5184-6990
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