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　セカンドハンドが歩んだ10年は、世界が大きく動いた10年でもあり、国際協力の重要性が増した10年でした。�
　地球上には様々な境遇におかれた人々がいます。世界のどこで生まれても同じ人間です。平等に与えられた生命、その一
つ一つが輝くように願い、今年も活動を続けて参ります。今年も貴方のセカンドハンド（第2の手）で活動を支えてください。�

　１０月に医療支援プロジェクトの視察、現地担当者とのミ
ーティングのため、カンボジアに行ってきました。このプ
ロジェクトの目的と現状、今後の展望について報告します。�
　プノンペン周辺には、仕事を求めて地方から出てきた不
法居住者が多くいます。その人たちは貧しさのため、栄養
が充分にとれず病気になりやすい、そして病気のために
仕事ができず収入が得られないという悪循環の中にあり
ます。そこで１９９９年に、プノンペン市保健局、現地NGO、
海外NGOが協力して、「Health Service for the 
Urban Poor（都市部の貧困者への公共医療サービス）」

プロジェクトをスタートしました。現在、４つのモデル地区でヘルスルームを設置し、医療サービスを行な
っています。症状が重い場合には、地域の大きな病院に転送するシステムになっています。また、患者の
経済力に応じて治療費の免除制度があります。この制度は現地NGOによって運営されており、地域住民
から選ばれたコーディネーターが住民の支払い能力を判断して資金が正しく使われるようにしています。
他に、地区内において、健康・衛生に関するガイダンスを行なっています。現在の目標は、一歳未満の子供
の予防接種率の９９％までの向上と妊産婦ケアの充実、健康・衛生についての基本的知識の普及です。私
が特にすばらしいと思ったことは、担当者が住民の状況調査や、地域の
リーダー・医療スタッフとの連絡調整をこまめに行なうことで、住民のニ
ーズがプロジェクトに反映されるしくみになっていることです。このため、
プロジェクトに対する住民の信頼は高く、プノンペン市はこのプロジェク
トを他の地域でも展開することを計画中です。�
　セカンドハンドは、４地区中２地区（サマキ・アンロンコン）のヘルスル
ームの建設費を支援しました。どちらも以前の施設は仮設のようなもの
で充分には機能していませんでした。サマキ地区のヘルスルームは平
成１５年１０月、アンロンコン地区は１２月に完成しました。また、医療器具
の購入とプロジェクト運営資金の支援もおこなっています。　　　（平野）�

�

E-mail:jimukyoku2hand@yahoo.co.jp

「セカンドハンド」は、皆様からいただいた品物を販売し、収益金すべてを援助にあてる国際協力団体です。主にカンボ
ジアに小学校を建設など、教育支援、自立支援をおこなっています。チャリティーチョップや支部は無償で働くボランティア
スタッフが支えています。店舗や倉庫は無料または格安でお借りするなど、皆様のあらゆる協力の上で成り立っています。�
「一人一人の力は小さくても、集まれば大きな力となる」セカンドハンドのモットーです。あなたも世界の誰かのために、
ボランティアしてみませんか？�

商品提供やご寄付など、支援して下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。�

あけましておめでとうございます。�

医療施設建設予定地で打合せをする医療�
プロジェクト担当の平野キャサリンさんと�
プノンペン市保健局担当者。�

完成したサマキ・ヘルスルーム�
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先日、新聞でセカンドハンドの活動を知り感激しました。（香川県　上岡様）�

【住民参加型学校建設のメリット】�
◆オーナーシップ…建設委員会の会議、資金集めや建
設作業などへの参加を通して、寄付で学校を建ててもら
ったという意識でなく自分たちで学校を建てたという意識・
誇りを持てるようにしています。自分たちの学校という
意識をもつことで、その後の学校の運営や維持管理に
も地域全体が意欲的になります。�
◆自立性の育成…会議・資金集め・建設作業などで得
たノウハウを学校以外の地域の事業に活かすことがで
きます。�
◆教育の必要性を啓発…保護者である住民が契約書
を読んだり、建設の専門的技術を体験することで、文字
や知識の重要性、学校教育の必要を意識するようになり、
子どもを学校に通わせることへの意識が高まります。�

　２００３年１０月、カンボジアから現地NGOスタッフが２組来日しました。シャンテ
ィ国際ボランティア会（SVA）のサミーさん、ラチャナ・ハンディクラフト代表のシ
バナさんの活動報告会の内容をまとめました。�

　地域からＳＶＡに学校建設の依頼�
　�

　学校建設委員会を組織�

　地域の長老・学校の先生の代表・保護者など１０名程度�
　（ＳＶＡ）学校の立地条件や就学率、また学校建設
にかかる費用などを調査�

　支援団体に支援を依頼  学校建設委員会に対する説明�

　支援で学校を建ててもらうだけでなく、寄付を集め
たり建設を手伝うなど自分たちでできることを話し合う。�

　建設会社の決定�

　地域の中から建設作業員を雇う。�
　設計図や資材について建設委員会に説明し、建
設中のチェック、完成後の維持管理ができるようにし
ています。�

　建設中のチェック�

　設計図どおりに建設されているか、資材がきちんと
使われているかなどを建設委員会とＳＶＡで調べます。
特に土台部分のセメントや鉄筋の量は、校舎の耐久
度に関わる大事なことなので、きちんと確認しています。�
　また、この間に家庭を訪問し、校舎完成後に子ども
を学校に通わせる意思があるかを確認しています。�

　学校完成�

　支援団体にも参加してもらい、校舎を地域に贈呈
する式を行い、住民参加により学校建設が実施され
たことが明確になるようにしています。�

■住民参加型学校建設のしくみ■�

カンボジアのこれまでと今�
　第二次世界大戦後、カンボジアはフランスから独
立しましたが、隣接するタイとベトナムから資本主義・
共産主義という二つのイデオロギーが流入し、政情
が不安定になり、93年まで内戦状態が続いていました。
とくに、75年～79年のポル・ポト時代には、全人口９０
０万人のうち２００万人が殺されました。現在、内戦状
態は解消していますが、ポル・ポト時代に多くの人材
を失い、道路や公共施設も壊されたため、復興は困
難を極めています。2002年10月の就学率（学齢に
達した子どもの小学校入学率）は89.8％ですが、上
の学年に進級する学力がなく留年してしまう率が23％、
学校をやめてしまう率が11.3％で、入学しても卒業で
きない子どもが多くいます。その理由として、①家庭
が貧しいために、子どもも子守りや農作業などの労働
をしなければいけない、②先生の質が高くない（内戦
時に、多くの教師が殺されたため、正式な資格がない
まま教壇にたっている先生が多くいる）ために子ども
に良質の教育ができず、留年が続き、学校をやめてし
まう、③老朽化した校舎で雨漏りのため授業ができず、
子どもが学校に来なくなってしまう場合などがあります。�

ＳＶＡの活動�
　1978年ごろから、タイ国内のカンボジア難民キャン
プで活動をしています。子どもたちに本を贈る運動か
ら学校建設へと活動を広げてきました。現在では、校
舎建設時に机や黒板のほか、トイレや井戸などの整
備も行っています。特にカンボジアの地方では、まだト
イレがない家庭も多くあり、せっかく学校にトイレを作
っても正しく使われないため、トイレの使い方から公衆
衛生についての教育も行っています。�

�
Qセカンドハンドが支援した学校の現状は？�
A１０校目のアング・モントレイ小学校は６月末に完成し、夏休
みが終わった１０月から実際に使用されています。新しい校
舎では、460名の児童（うち218名が女子）が学んでいます。�

�
Q校舎以外に学校で必要なものは足りているのか？�
A教科書は、貸与という形です。１年間一人の生徒が使用し、
１冊を通常は５～６年使用します。先生の給料が払われ
ない場合もあります。地域住民が学校建設に関わるこ
とで、自分たちの地域の教育をよくしようという気持ち
が高まって、行政へのアピールなどを自分たちでしてい
くことができるようになることが重要です。�

�
Q学校ではどのような教科が教えられていますか？�
A 国（クメール）語、算数、社会、理科、道徳です。中学校か
らは外国語も始まります。�

�
Q職業訓練のための教科（裁縫や機械操作など）
は教えられないのですか？�

Aやはり、必要な設備が整えられないので、教えることができません。�
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着実な小学校建設の意義は大きいものと感じます。（福岡市　古川様）�

【参加者の声】�
　単なる資金や物の援助だけでなく、自立を促すた
めの本当の援助をする姿勢がすばらしいと思いま
した。シバナさんの心からのメッセージに、カンボジ
アの女性の強さやすばらしさを感じ、感動しました。�

スヴァイリエン職業訓練センター�スヴァイリエン職業訓練センター�
　「Donated by SECOND HAND, ＪＡＰＡＮ」と書
かれた足踏みミシンが並ぶ教室でセカンドハンドの人
気定番商品ペンケースの製作指導が行われていまし
た。ミシンは香川県内で集め、（財）日本国際協力シ
ステムから助成金をいただき、昨年送ったものです。�
　８名の指導者が２名ずつに分かれ、教えるパートを
決めて指導しています。最初は針で縫うこと、ミシンの使い方からはじまり、布
を裁断する練習、型をつくる練習等を経て、６カ月後には何点かの商品が作
れるようにプログラムされていました。�
　一期生の訓練は７月～１２月。１月からは二期生の訓練がはじまります。一期
生のほぼ全員がセンターで縫い子として働くことを希望しています。スヴァイ
リエンで作られた商品も春頃にはセカンドハンドの店頭に並ぶことでしょう。�

カンボジア女性の現状�
　２０年以上にわたった内戦時代に、多くの男性が
命を失ったり、怪我をして働けなくなりしました。現在、
カンボジア全人口の５５～６０％が女性ですが、女性
が家計を支えている家庭が多くあります。しかし、女
性の働く場所は十分にはなく、また働きたいと思って
も技術がないため、貧しい生活を送らざるをえない人
が多くいます。中には、働き口を世話するとだまされて、
人身売買の被害に遭う女性も多くいます。�

ラチャナ設立の経緯�
　シバナさんは以前国際NGOで働いていました。
1996年、そのNGOがカンボジアからひきあげたあと、
洋裁の訓練を続けてほしいという多くの要望があった
こと、夫が働けず貧しい生活を送っている女性たちの
状況を何とかしたいという思いから、ラチャナを立ち上
げました。この時に、セカンドハンドから足踏みミシンを
送ってもらい、活動をスタートさせることができました。�
　これまでに２１６人が訓練を終了し、現在はそのうち
の５５人がスタッフとして働いています。スタッフはラチ
ャナの商品を製作して賃金を得ています。子どもを学
校に通わせることができるようになったり、生きる目標
を見つけられるようになりました。�
　ある１０代の少女は、家が貧しいために親に売春を
強要され、家出をして孤児院に保護されました。洋裁
に関心があったので、孤児院からラチャナに通い、技
術を身につけ、今ではマーケットに小さなお店を出す
までに成長しました。�

ラチャナの今後の展望�
　現在、ラチャナではクラフト製品を販売して収益を
あげていますが、それらで職業訓練などの経費のすべ
てをまかなうことはできず、セカンドハンドなどのNGO
の支援を得ています。今後、外国の市場を広げてさら
に収益をあげ、支援なしで活動が行えるようにしたい
と考えています。日本の方が、私たちの商品を買って
くださることが、私たちの自立につながります。�

●女性たちの内面からの輝きに触れて�
　�

　センターで職業訓練がスタートして初の訪
問となった10/26。お休みの日曜日でしたが、
私たちの訪問を知って、全員集まってくれました。�
　村から選ばれ、指導者となるため１年の訓練
を受けた８人の女性たちが先生となり、一期生
１５名の訓練が始まっていました。メジャーを首
にかけ、ホワイトボードを使って教える姿に思
わず胸が熱くなりました。２年前の面接の時「仕
事がなくて貧しい」と言っていた彼女たちが、
今自信と誇りに満ちた表情で商品製作や指導
にあたっています。現金収入が得られるという
ことはもちろん大切なことですが、それ以上に
「誰かの役に立てる」「自分の仕事に誇りを持つ」
ことが人間として輝きを持って生きていける
要因になるのだと感じました。　　  ＜新田＞�

�
Qシバナさんは女性の自立をどのように考えていますか？�
A カンボジアでは、伝統的に、女性は家を守る存在と考え
られ、学校教育も女の子には必要とされていませんでし
た。しかし、内戦で男性の多くが命を落としたり働けなく
なったので、今では男女が協力することが重要になって
います。すべての職場で男女が平等となったわけではあ
りませんが、賃金の格差を改善しようとする動きも出る
など、女性の立場は向上しています。カンボジアの女性が、
技術を身につけることで収入を得て自立し、自信をもっ
て生きることができるようになることが、カンボジアの新
しい時代を作ることにつながると考えています。�

�
Qシバナさんのあとに続く人は育っていますか？�
A 今後、ラチャナのようなプロジェクトがもっと増えて、私よ
り優れた人がたくさん現れることを願っています。セカ
ンドハンドがスヴァイリエン州で行っている職業訓練プロ
ジェクトもそうしたプロジェクトの一つです。そこで指導
者となった８人の女性は、1年間ラチャナで研修をしまし
たが、裁縫技術を身に付ける過程で、自信も身につけて
いきました。実際に指導者となった今、いきいきと仕事を
している彼女たちを見ると、私もとてもうれしく思います。�

�
Qシバナさんの夢は何ですか？�
A カンボジアのすべての女性が自分の手で自分の生活を
支え、自信をもって生きられるようになることです。�
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◆荻田英俊◆�
四国電力（株）勤務。
丸亀ユネスコ協会
理事。�

◆アテフ・ハリム◆�
ヴァイオリニスト。今年5月のセカ
ンドハンド10周年記念チャリティー
コンサートに出演予定。�

◆藤田隆子◆�
中学校教員。昨年5月のス
タディーツアー参加。「”
ボランティア”を背中で語
れる教師になりたい」と運
営委員会やニュースレター
編集会議を中心に参加。�

◆森　明美◆�
CS衛生放送の「World 
and Japan」のレポー
ターとしてカンボジア
をはじめ世界各地を訪
問。アテフ・ハリム氏の
マネージャーでもある。�

（新田）セカンドハンドに関わったきっ
かけは？�
（藤田）私は中学校の教員をしているんですが、自分
のクラスの生徒がボランティアの体験学習でセカンド
ハンドにお世話になったことがあるんです。生徒に対
して、ただ「ボランティアしなさい」って言うんじゃ説得
力ないって思ったんです。生徒に指導する前に、まず
教師である自分がやって、学んだことを生徒に伝えよ
うと思って活動に参加しました。でも、生徒のためにと
いうのはおこがましい考えだったな、実は自分が喜び
をもらっているんだなって、今は思っています。�
（荻田）僕は昭和６３年頃からユネスコ活動に参加して
いて、新田さんがユネスコ主催のワークキャンプでカ
ンボジアに行ったと聞いて、講演してもらったのがきっ
かけで、電気の配線や器具の取付など、事務所やお店
の引っ越しのたびに手伝っています。自分は好きだか
らやってるって感じかな。�
（キャシー）私は当初からセカンドハンドの活動が理想
的だと感じて関わっています。私がしてきた10年間の
協力は大したことでないけれども、カンボジアで確実

に形になっているのを自分の目で見て、
やっぱりセカンドハンドはすごいっ
て思いました！�
（新田）森田さんは国際協力を
意識して参加されてますか？�
（森田）う～ん、少しはね。でも、
結局究極的に言えば、私は自分の

ためにやってるんです。人
のためにとか見返りを求め
てやるのは矛盾を感じてね、
嫌になることがあるんです。
「こんなにしているのに、
あんなこと言われた」とか

「もう大変だ」という気持ちが起こっ
てくるんですよ。「自分のためにやって
るんだから、やらしてもらおう」という気持ちがないと、
なかなかボランティアは長続きしないと思うんです。
だから私の場合結局、自分のためにカンボジア支援し
ているような感じ。�
（新田）「やらせてもらう」という認識で関わることは、
実はボランティアの基本だと思うんですが、なかなか
その認識がもてなくて、負担に感じて長続きしない人
がいますよね。�
(キャシー)ひょっとしたら、ボランティアできることの幸
せをちゃんと感じられているかどうかじゃないかな？
自分が人のために何か出来ることがどんなに幸せで、ラッ
キーなのか。�
（森田）本当に不幸のどん底にいたら、まず自分を助け
ないかんから、ボランティア活動できる人は、本当は幸
せと思いますね。ボランティア活動に価値をみいだす人、
ブランドものとかお金とか物に価値をみいだす人、様々
ですよね。生き方とかその人の価値観を責めることは
出来ないけど。�
（森）うん、うん。なんていうのかなー。
人と人との出会いがかけがえのな
いものだとか、人に助けてもらっ
たり、「お金で買えない貴重なこ
となんだ」って思えるかで価値観
が違ってくるのかなって気がする。�
（キャシー）出会いと言えば、
今回のアテフさんのコンサー
トは一つの大きなきっかけに
なるかも。�
（新田）「音楽こそ、すべての
人類が分かりあえる唯一の
言葉、そして、平和につなが
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◆新田恭子◆�
セカンドハンド代表。
フリーアナウンサー。�

◆森田エミ子◆�
主婦。週に1回は登山、1
回（以上）はセカンドハンド
でお店番。詩吟が趣味の
行動派パワフルウーマン。�

◆平野キャサリン◆�
翻訳家。セカンドハンド
理事。医療支援プロジェ
クトを担当。�

る確かな希望」というアテフさんのメッセージを皆に
伝えたいですね。�
（アテフ）音楽を通して世の中をいい方向に変えてい
くことができる、そして自分もその力になれると信じて
活動してます。よく「クラシックは分からないから…」
と言われるんですが、そうじゃなくて心に響くものは
何でも同じ。�
（森田）クラシックというと知識とか鑑賞力がなければ
という先入観がよくないのね。聴いていて心地よくき
れいな気持ちになったら十分だと思う。知識は後から
ついてくる。だからとにかく聴くことが先です。�
（森）知識はなくても心は感じてくれる。それと、音楽
を聴くとき何百年も前の人の深い思いと苦労を考える
と、ありがたく思う気持ちになる。何に対してもそうだ
けど。�
（キャシー）出来上がったものがすぐ手に入る環境の
中にいると、出来上がる過程を考えないというか、分か
らないことがよくあるよね。�
（藤田）カンボジアだとご飯するのも大変で…火を起
こすことから自分でやらなきゃいけない。私はカンボ
ジアのホームステイで、「こうやって人間は生きてきた
んだな」って感じましたね。�
（荻田）なんかね、カンボジアの子
供たちと日本の子供たちを競争
させた場合、先に根を上げるの
は日本の子どもたちばかりって
いう気がするんですけど…。�
（アテフ）カンボジアの子
どもたちは手や身体を使っ
て仕事をする機会が多く、
その中で生きるために必
要な事を学んでいきます。
でも、日本の子供たちには
そういう機会が少ないです。�
（荻田）窮地にたった時に生き延びていけるような子
供たちを僕らが作ってやらないかんなあって思いますね。�
（アテフ）貧しい国の人のためにボランティアが必要
と思われているけれども、実は先進国と呼ばれる国の
人のためにもボランティア活動は必要なのかもしれな
いと思っています。発展してしまった国の子供たちは、
何をしていいか分からなくなって、ＴＶゲームや携帯電
話、そういうことにしか時間が使えていない。�
（キャシー）中学生の娘はセカンドハンドで時々するボ
ランティアをものすごく楽しんでます。でも「友達で一
緒に行く子はいないの？」と聞くと「興味ある子はい
ない」って。私はすごく心配。人のために役立つ喜び
が結果的に自分のためになっているという経験があま
りにもないように思う。�
（荻田）でも最近、香川県内の中高生が文化祭でセカ
ンドハンドをテーマに発表したり、バザーを開いている

のをよく見かけますよ。地元香川に
セカンドハンドがあって、ありがたいっ
て思うし、その存在の大きさとか、
影響力の大きさを感じますね。�
（新田）日本に住む人のためにも、

セカンドハンドはボランティ
アする機会を提供出来てい
るのかもしれませんね。�
（森田）国際協力できるのも、
セカンドハンドがあるから。
セカンドハンドの組織ときち

んとしたやり方がなければ、直接カンボジアの人に役
立つことは自分の力だけではできませんからね。　�
　 と、私は「宇宙の果てで起こったことでも自分と無
関係なことは一つもない。全てが連鎖して起こってい
る」といつも考えています。宇宙の果てで関係あるん
だからまして地球の果てで起こったことでも結局めぐ
りめぐって自分と無関係じゃないんだ。どんなことでも、
1つのことが起こったらそのことに対して自分がどう
するのか？ということを心の中できちんと考えて,自分
のできることをする。それを、自分の生きかたの1つと
して考えながら取り組んでいます。�
（森）「宇宙＝コスモスとすべてが関係している」とい
うのは、自分一人一人が神様で、一人一人やることが
全部影響しているということ。いいこと考えて、ポジティ
ブに考えて人のために何かする人が一人でも多いこ
とが宇宙の果てまでよくすることにつながっていくこと
ですよね…。�
（新田）10年間活動をやってて、森田さんがおっしゃっ
た「宇宙の果てでおきたことも自分とは無関係ではな
い」ことをすごく実感しているんですよ。だから、カン
ボジアで起きたことも「もし自分だったらどうだったろ
う？すごく悔しいだろうなあ」って考えて、その人のこ
とを放っておけない。一人一人がそういう気持ちをもっ
て活動していくこと、意識を持つこと、知り、考えること、
小さな希望でも世の中こうしたい、と一歩を踏み出さ
ないといけないんじゃないかなって思ってるんです。�
（キャシー）同感です！！人間は、ひとつの体として考え
て、どこか傷があったり、病気があれば自分の一部だか
らほっとけない。だから私は助ける。この地球で起き
ていることは、全部私の体だから自
分のできることをする。�
（アテフ）10年間ボランティア活
動を続けることは、普通の人はと
ても難しい。でもセカンドハンド
が続けることができたのは、関わっ
ている人たちの非常に強くて
おおきな心があったから。
100年以上続けてください!！�
（全員）笑い。�
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大学の研究室で取組んでくれました。�

高松店店頭で寄付金贈呈式！�

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�

4ケタの商品番号で御注文下さい。色は御希望に添えない場合が
あります。ご了承下さい。�

サイズ：直径9.0cm×高さ22cm

ペットボトル�ホルダーとして�使ってもＯＫ！�

【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】三宅産業（株）
【ニュースレター発送協力】古高松中学校、その他多くの方 【々寄付】香川/入江治子、江國史子、岡野一郎、小野順子、久保智枝、高松大学心理学研究室、高松工芸高校イン
ターアクト部、高松中央高校、高松南ライオンズクラブ、（有）田中工務店田中浩一、たんぽぽ、徳島文理大学BBS愛好会、馬場ひさ、原英子、パテハウス、飯山高校生徒会、
久島茂子、袋田芳子、古田裕子、三原保、牟礼中学校2年生、山下真理子、山田美智子、大分/森つぎの、岡山/町田章、藤川幸恵、神奈川/林雅子、金子房吉、埼玉/高倉恒三、
東京/白川ふみ、中西克江、福岡/古賀邦雄、三上久惠、湯浅法子、山口/YUCAA・アルコイリスの会、【イベント協力】A&A、久保孝子、高橋初乃、三谷美奈子、【その他】大山
牧場、オーエン（株）、香川マツダ、コスモ商事（株）、佐川急便（株）、セカンドフット、セキヤ、天勝（丸亀）、錦郵便局、深沢幼稚園、【印刷協力】アイ二チ（株）　�

『建前でなく本音で話し合い行動を興す』貴NPOの持ち味に期待しています。（松山市　友近様）�

〈敬称略〉�

　今年度も各学校で生徒さんが主体となり、チャリティーバ

ザーを実施する等、セカンドハンドを支援する活動が展開さ

れました。リサイクル品を販売す

るだけでなく、アルミ缶を集めて

換金したり、古着をリフォームして

販売するなどユニークな取り組み

もあり、その豊かな発想、行動力に

脱帽でした！！「学生だからで

きない」じゃなくて、「学生だ

からできる形」を見つけだし

て行動した皆さんの、その協

力のおかげで、6校から計

246,230円の寄付が集まりました。すごいっ！�

　きっと、色んな苦労があったことでしょう。でも皆さんの

その気持ち、努力は、私たちセカンドハンドがちゃんとカン

ボジアに届けます！ ありがとう。そして、これからもよろしく。�

informationinformation

このバッグに入れてワインをプレゼント…。伝統的なクメー
ル模様をあしらったこのワインバッグはセカンドハンドでし
か買えない限定商品です！�

●カンボジア自立支援につながる�
　フェアトレード商品です。�

コットン(1093)　�
￥1,300�
　色：赤、黒、オレンジ、桜など�
シ ル ク(1094)　�
￥1,600 �
　色：ピンク、黄色、オレンジなど�

「小指会」�「小指会」�セカンドハンド学生部�

　現在小指会では月に１回程度、街頭募金などの活動をしています。メンバーには、受験生が多くいますが、皆
自分のことだけでなく、まわりの人のことや世界のことを考えられる人間になりたいと考えて頑張っています。
ボランティア、国際協力に興味のある皆さん、是非、一緒に活動しましょう。�
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　セカンドハンドは昨年よりカンボジア、バタンバ
ン州の孤児院「ホームランド」を支援するフォスタ
ーペアレントプログラムを行っています。ボランティ
アスタッフとしてこのプログラム担当している私は、
昨秋はじめてホームランドを訪れました。�
　ホームランドでは現在2歳から18歳くらいまで
30人強の子供が生活しています。人身売買の被
害にあった子、路上で生活していた子、エイズや事
故、病気で親を亡くした子、麻薬中毒…。子供たち
の明るい笑顔を見ていると、どんな事情でホーム
ランドで生活するようになったのかをつい忘れて
しまうような気がしました。しかし、何度も何度も
抱っこをねだる子、握った手を離さない子、反対に
なかなか打ち解けてこない子、そんな子供たちと
触れていると、家族と暮らすことができない、ある
いは家族の愛を知らずに育った彼らの状況に胸が
切なくなってしまいました。�

　また、セカンドハ
ンドはホームランド
の事務所建設支援
も行っています。今
回の訪問時に建設
状況を確認してき
ました。事務所も子供たちが寝泊りする建物も現
在のものより数段大きく、立派なものでした。�
　フォスターペアレントプログラムは毎月定額を決
まった子供に支援するものです。支援金の一部は
ホームランド全体の運営費、子供たちの食費にも
充てられています。子供たちがホームランドで安定
した生活ができるように、ホームランドと協力して
このプログラムを継続していきたいと考えています。�
　あの子供たちの笑顔がもっともっと輝くようにと
願って私も活動して参ります。皆さんもご協力を
お願いします。　　　　　　　　　　　（篠原 範子）�

ホームランド孤児院に行ってきました！�

屋根の構造が弱いため、木材で補強している状態。�

ホームランドの子供達と。左上が筆者。�

　今年4月、コンポン・
トム州コブ・トロック
小学校の新校舎建
設を着工します。�
　コンポン・トム州
はプノンペンの北
168km、トンレサッ

プ湖東側に位置しており、人口569,060人、8郡、
81集合村、737村で構成されています。1975～
1977年の内戦により、治安が悪く、盗賊も多い地
域でした。また、主に稲作ですが、収穫量が低く生
活が困難な状況です。�
　コンポン・トム州には小学校が405校ありますが、
その内246校は教室不足のため5学年まで、さら

に2学年までしか運営されていない小学校は89校
にのぼります。教室不足は深刻な状態で州教育局
は2005年までに530教室を建設する必要がある
と訴えています。�
　コブ・トロック小学校の周辺の村にも就学年齢
児童が1,132名いますが、2部制で1～5年生の
392名しか通えていません。6年生は3kmはなれ
た小学校に通わなければならず、退学する生徒も
います。また校舎は、建築指導が十分されないまま
建設されたため、建築の質・強度ともに問題があり、
3年以内に倒壊する恐れがあります。�
　これらのことから、6年生の設置が可能な新校
舎（5教室）建設の支援を決定しました。�
　ご支援よろしくお願いします。�

子育てをしながら、これからも自分のできるボランティアを続けていきます！！（高松市　清水様）�

informationinformationinformation
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２�

１６�２７�
２�期

間

�

費 用 �16万円�
（高松発着）�

定 員 �10名まで� ■日　時：５月２７日（木） 18時30分開演�
■会　場：サンポートホール高松　大ホール�
■会　場 （JR高松駅からすぐ、5/20オープンの会場です）�
■入場料：一般　3,000円　学生　2,000円�
■会　場 （当日＋500円、全席自由）セカンドハンド店頭で販売中！�

１０周年記念事業 開催決定！�
チャリティーコンサート�チャリティーコンサート�５�

27
MAY.

THURSDAY

　セカンドハンド新田代表が、ラジオ番組のゲストとして演奏したアテフ氏の演奏とその人柄に惚れ込んで10周年のコ
ンサート出演を依頼したところ、二つ返事で受けて下さったのがきっかけで実現しました。�
　戦争、テロ…、哀しみと憤りを感じる日々ですが、ここには世界平和を願いつつわずかな力ですが日々がんばって活動し
ている私たちがいます。セカンドハンド10歳の誕生日、素晴しいヴァイオリン演奏を聴いて、国際協力に参加しませんか？�
　会場ではカンボジア商品の展示即売、ビデオ上映、セカンドハンド１０年の歩みを展示するなど１０周年ならではの企画を
考えています。�

　「GINCHO」樫村様にお借りしていた店鋪は、当初約１ケ月の
予定でしたが、御厚意により５年間もお世話になりました。ありが
とうございました。�
　閉店に伴い1月末日まで閉店ＳＡＬＥを行ないます。コートや
雑貨、今しか手に入らないものがお値打ち価格で登場！早い者勝
ちですよ！！��
〒760-0045�
高松市丸亀町14-5�
TEL：087-822-3552�
営業時間：10：00～19：00

TEL：070-5184-6990�

※商品を郵送する
場合には高松店
にお願いします�

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�
※冬（～３月頃）は18時ま
での営業となります。�

高松市瀬戸内町金丸水産2F 高松市朝日新町弘陽商会1F

「ＮＧＯとこんにちわ！ＮＧＯ屋台村」参加予定です。�
日　時：1/17（土）　13：00～18：00�

1/18（日）　10：00～16：00�
場　所：札幌市生涯学習総合センター ちえりあ�
　　　（札幌市西区宮の沢1条1丁目1-10）�
連絡先：大波　090-2695-9390�
(E-mail)satomie@seagreen.ocn.ne.jp

■セカンドハンド川口支部　（責任者　早舩）�
　連絡先　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�
　今年は活動報告会を行う予定です 

〒763-0021 �
丸亀市富屋町30-1�
TEL：0877-25-2876�
�
現在の開店状況�
  火・水 11:00～13:00�
  木 　 11:00～16:00�
  土・日 10:00～14:00�
もっとオープンしたいので、
お店番スタッフとして手
伝って下さい！�

福岡市城南区松山2-7-15�
TEL/FAX：092-871-5760�
（E-mail）r-kimura@highway.ne.jp�
営業時間：月・木  11：00～15：00

　南大橋店閉店後、新たな店舗提供者が
現れ昨年11月17日にオープンしました。
今度の福岡店は住宅街の一軒家。つい、
長居したくなるような癒しの空間です。
是非お越しください。�

青いのぼりが目印�

　今回のツアーは１０年
間の支援を自分の目で
見に行こう！という企画案
が出ています。これまで
の支援先を一緒に見に
いきませんか？�
　訪問先（案）：プノンペン、
シエムリアップ、バタンバ
ン、スヴァイリエン、タケオ、
コンポンスプー、カンポ
ート、コンポン・トムなど。�　�
アテフ・ハリム（ヴァイオリン）�
父はエジプト人、母はフランス人、フランス
国籍。５才でヴァイオリンを始め、13才でヴ
ァイオリンを学ぶため単身パリに渡り、ペネ
デティ、コ－ガン、ハイフェッツ、メニューイン

に師事。フランス国立管弦楽団のコンサー
トマスターを２年務めた後ヘンリク・シェリン
グ氏に出会い、内弟子に。ヨーロッパでソ
ロとして活躍後、来日。2003年11月、栗林
公園（高松市）で行なったチャリティーイベ
ントに出演。�

�潮田侑樹（ピアノ）�
桐朋学園付属音楽学校を卒業後、モーツアルテウム音
楽院を経て、ベルリン芸術音楽大学を首席で卒業。国
際的なコンクールで優勝・入賞経験多数。ヨーロッパを
拠点に演奏活動を続けていたが、2002年、日本に拠点
を移し国内外で活躍している。�

各店・各支部ボランティアスタッフ募集中です。お近くのセカンドハンドまで是非お問合わせください！�

西鉄バス「七隈本町」下車、「ラーメン一代」と「ほっかほっか亭」の間を金山団地方面へ徒歩３分�

田
町
商
店
街�

観光通�
●�
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百十四�
銀行�

マルナカ�
田町店�
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町
商
店
街�

JR丸亀駅�

さんがわ�
三番街三協�

●�

●�

西日本銀行�七隅本町�
バス停�

ラーメン�
一代�

金山団地�

至 六本松�

至 

福
大
病
院�

セ
カ
ン
ド
ハ
ン
ド�

福
岡
店�

セカンドハンド�
丸亀町店�

高松中央郵便局●�

LOLO●�

サンマルク�
カフェ●�

はるやま●�

●１００円SHOP

●MAXY

●お茶の亀屋�

片原町�兵庫町�

�
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