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「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。 
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セカンドハンド10周年を迎えて 

11校舎目の小学校が完成しました。 

　１０年前、阪神・淡路大震災を機に「ボランティア」が注目されて以来、人々のボランティアに対する
認識は随分変わったといえます。また、総合学習や人権教育の中で「ボランティア」や「国際協力」を
テーマに、助け合うことの大切さを伝える学校も増え、学校教育の中でもボランティアは確かに浸透
しはじめています。 
　しかし、国際協力の本当の意義を論じ、認識を深めたのはここ最近のことではないでしょうか。 
　これまで約６０年近く戦争から遠ざかり平和にどっぷりつかっていた日本が、昨今テロの対象になり
得る状況に置かれたことで、国民一人ひとりが平和について、幸せについて考えはじめています。そ
して、世界の幸せこそが自分達の幸せにつながること、世界の平和が自国の平和をもたらすことを
多くの人が実感しています。 
　そんな今、国際協力を行うNGO活動が大きな意味を持つことがはっきりと認識されはじめています。 
 
　未来を担う世界の子ども達のために、戦争のない、誰もが人間として尊厳のある人生を送れる社
会の礎を築くのは、私たちの役目であり、私たち一人ひとりがそのような意識を持って今の時代を生
きなければ、将来「負の遺産」を残すことになりかねません。　 
　国際社会の中で、日本人である私たちができることはたくさんあります。 
　一人一人がわずかな力を出し合うことで、無限の可能性を持つ子ども達に教育の機会を届けるこ

とができます。貧困という状況の中で喘ぐ人たちに悪循環
を断ち切る機会を届けることができます。やがて、その人
たちは夢と希望を持ち、今度は別の困窮する人に手を差し
出してあげることでしょう。ひとりを育てることで、百、千、
万という人が育っていくように。それが、人材育成であり、
教育支援なのです。 
　今年、セカンドハンド学生部「小指会」への活動サポート
を通し、日本国内での人材育成にも力を注ぎたいと考えて
います。 

 
　私たちセカンドハンドの活動は地道で、とうてい世界を
変えるような力が持てるとは思えません。でも、世界を変

える「人」を育てることができます。 
　日本各地でセカンドハンドを支えて下さっている皆さんと、
カンボジアの方たち、世界の人たちと、ひとつでも多くの笑
顔をつくれるように、１１年目となる平成１６年度も、小さくて
も着実な前進を約束したいと思います。 

セカンドハンド代表 
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Ａ．セカンドハンドのボランティアスタッフとして参加してい
た中・高校生が主体となり、2003年5月に発足しました。
自分たちの住む世界を少しでも良くしていきたい、その
ために何かできることをしたい・・・そんな思いを実現す
る場として誕生しました。 

　あなたにもできることがたくさんあります。ぜひ力を貸してください。学校の
文化祭などでチャリティーバザーを開催！という協力方法もあります。私たちは、
今やらなければならないこと、やりたいことを両手に抱え、皆さんの力を必要と
しています。 
　詳しくは事務局または  koyubikai@yahoo.co.jp  までお問合せ下さい。 

　一般の皆さんも小指会の活動に
募金という形でご協力していただけ
ます。 
　郵便振替用紙に「小指会」と指定
してご入金ください。 

Ａ．カンボジアのプノンペン郊外に位置するToul Prasat 
Sensok中学校増築費用の不足分120万円を12月まで
に集めることです。 

Ａ．発足当初はメンバーの多くが受験生ということもあって、
活動は今ほど盛んではありませんでした。しかし中学校
建設支援という大きな目標ができてメンバーの気持ちが
高まり、活動も盛んになってきました。具体的には以下の
様な活動をしています。 

●定期的にミーティングを開催 
　　今後どのようなことをしていくのか？
そのためには何が必要なのか?企画
から話し合っています。 

●定期的に募金活動を実施 
●広報活動 
　　セカンドハンド10周年記念イベン
トの会場でも展示をしたり舞台で合
唱するなど、機会を見つけてはPRを
しています。 

Ａ．ミーティング、募金、広報活動の他に以下の活動を行いた
いと思っています。 

●小指会メンバーで、セカンドハンドのお店を一日借り切っ
て小指会デーを実施する。 

●チャリティーバザーを開催をする。 
●支援先の学生と文通を続け、完成した中学校を訪問し交
流する。 

皆さんも小指会にご協力下さい。 

－どのようなところ？－ 
　2001年にプノンペンで発生した大火事で焼け出
された貧困層の人たちが暮らしているところでプノン
ペン郊外にあり、その半数が子どもです。 
 
－学校の様子は？－ 

　校舎１棟で生徒数に対し教室が足りないため、二部
制で授業を行っています。現在は中学2年生までしか
ありませんが、来年さらに約200名の新入生が入学し、
中学3年生の授業が開始されると、今の校舎では足り
ません。 

－親愛なる日本の友人へ－ 
　私の名前はSdeung Pisey、16歳の女子、中学の2年
生です。 
　私たちが勉強を続けられるよう、校舎をプレゼントしてく
ださるという日本の皆さんの暖かいお気持ちに、私はとっ
ても感謝しています。 
　私の父は亡くなり、現在私は年老いた盲目の母と暮ら
しています。我が家は大変貧しい暮らしです。自転車が
買えないので、学校まで歩いて通わなければなりません。 
　私はいろんな国の友だちを持ちたいと思っています。 
　日本の方々すべてに、幸運と平和と幸せを祈ります。 
本当にありがとうございます。 

－感謝の手紙－ 
　私の名前はRath Vanna、15歳の女子です。 
　日本の皆さん、とりわけ、学ぶ場所を持てるように校舎
の建設を計画して、私たちの勉強を手助けし、私たちの
未来を支えようと献身的な努力をしてくださっている学生
の皆さん、そしてそのご両親たちに、心から感謝の念をお
伝えしたいと思います。 
　今の私がこれだけの知識を持っていられるのは、日本
の皆さんのおかげです。特に私たちの暮らしに関心を寄せ、
カンボジアと日本の若者同士の心の交流をしようとしてく
ださっている学生の皆さんのお陰なのです。 
　もう一度日本の皆さんの暖かいお気持ちにお礼を言わ
せてください。日本の学生の皆さん、そしてそのご両親の
暮らす日本の国がいつまでも平和に発展を続けられます
よう、祈っております。 

支  援  先  の  様  子 

《 小指会から一言》 

速報！
 

「自分たちのやっている
ことが、こんなに感謝さ
れているんだ。ここまで
期待されているんだから、
期待に応えないと」と自
然に思えた。 

｢頑張ってね｣｢少ないけ
ど･･･｣などの声や、｢こっち
の方がたくさん人通るで｣
とのアドバイスに元気が出
ます。 

金額は少ないですが、大きな愛を受け取ってください。（富山県　匿名希望の方）　　　ありがとうございます 
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この10年間で本当に多大な貢献をされたこと、本当にびっくりしています。これからも活動がうまくいくように祈ります。（コンサートアンケートより） 

コンサート会場のステージでスピーチをする
イ・シバナさん（中央）、シナットさん（右） 

　10周年記念イベントに合わせて、裁縫技術の指導、
クラフト品を製作する自立支援団体ラチャナ・ハンデ
ィクラフト代表のイ・シバナさん、職業訓練センター
指導者のシナットさんらを招き、コンサート会場はじめ、

総会や学校等でカンボジアの
現状やセカンドハンドが実施
している職業訓練プロジェク
トについて報告していただき
ました。特にシナットさんの「先

の見通しがたたなかった生活が支援により変化し、
今では薬を買うだけでなく、おしゃれもできるように
なった。ありがとうございます」というスピーチを聞き、
「支援先の人に直接会えてよかった」と感激した方
が多くいらっしゃいました。 
　またカンボジアの女性たちにとっても、ショップや
イベントなどセカンドハンドの日頃の活動に参加する
ことで、日本でどのように支援金を集めているかを
知る機会になったようです。 
　今後も、支援先の方を招き皆さんと交流していた
だく機会を作っていきたいと考えています。 

 

四
国
新
聞
　
二
〇
〇
四
年
五
月
二
十
四
日（
月
） 

　10周年を機に前号のニュースレターで呼び掛けたボラ
ンティア基金が、全国から寄せられています。まずはエアコ
ンの設置のために充てさせていただきます。いただいた新
古品のエアコンと新たに購入したものを、片原町店と本部
ビルの高松店、倉庫、会議室に設置する予定です。場所によっ

ては息が苦しいほどの暑さの中、汗をぬぐいながらの作業
でしたが、間もなくそれから解放されることでしょう。 
　本当に、ありがとうございます！ 
　これからも、スタッフが働きやすい環境を整えていきた
いと思います。 

ボランティア基金が寄せられています！ 
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　2004年5月27日、10周年を迎えたセカンドハンドを様々な角度からデータ化し、
検証してみました。活動を支えてくださったのべ10万人を超える皆さん！普段あ
まりご紹介できない視点から、皆さんの協力の成果、セカンドハンドの横顔をレポー
トします。 

答え：第1位 1月、第2位以下 11、 10、７、８、４、６、３、12、２、９、５ 

コンサート協力：［出演］A&Aart、潮田侑樹、れおん［協力］香川日仏協会、
四国旅客鉄道株式会社［チケット販売］スズキ楽器太田センター、タマル
本店、マルナカ株式会社、ヤマハ高松プレイガイド、ナチュレピュア［その
他］雲辺寺ロープウエイ、大場久美子、GINCHO樫村、全日空ホテルクレ
メント高松、寺嶋ミシン商会、津村、凡喰旺、マリベール高松、Lumine

　今回はJR四国（株）に電車の中吊り等、広報への協力をいた
だいたほか、地元のスーパーマーケットでも県下約５０店鋪でチ
ケット販売を無償で協力いただくなどの御支援をいただきました。
記名できなかった皆様にも心から感謝申し上げます。関係者は
じめ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。 

★アテフ・ハリム氏からCDのチャリティー販売！ 
　何か協力できる方法をと考えて下さり、CD売上の半額
を寄付するというご提案をアテフ氏よりいただきました。先
着100枚限定で「ヴァイオリンリサイタル」「ヴァイオリン
の喜び」を販売します。　　　　　　　1枚  3,000円 

★会場で上映したビデオを譲ります！ 
　10年間の活動をまとめた最新映像と「少しだけ」のプ
ロモーションが入ったVHSビデオです。ご覧いただいた方
からお問合せをいただき、販売することにしました。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,500円 

ご希望の方は、同封の振替用紙に「希望CD名」、「10周年記念ビデオ」と記入し、住所等明記の上、 
送料200円を合わせてお振込ください。入金確認後、送付いたします。 

 

97年度 
なんと１年間で

2000万円以上の売
上が！高松店以外に、岡山、
丸亀でもショップ展開をス
タートさせたからでしょう。
月別では、97年の12
月がトップで 約

215万円。 

   店舗によっ
て少しずつ違いますが、

全体としては衣類で、全売上
の３０～４０パーセントを占めてい

ます。 
 
でも、こんな商品の提供に困っています。 
　例えば、衣類。しみや破れ、匂いがつ
いたものが・・・ほこりでスタッフのくしゃ
みがとまらないこともあります。せっ
かく提供してくださっても処分

させていただくしかあり
ません。 

　一番多かっ
たのは「カンボジアって

危なくないの？」という質問で、
中には「カンボジアってアフリカじゃ

ないの？」という質問も（ちなみに東南ア
ジアです）。また最近多いのは、「代表の給料
はどのくらいですか？」と、「スタディツアーっ
てタダで行けるんですか？」です。前者の答えは、
代表といえども無償ボランティアで、今のところ
スタディーツアーの引率も自己負担で行くほど
‥‥。また後者はかかる費用すべて自己負担
となっています。しかし現地の実情に触れ、
セカンドハンドの活動の意義が分かり、
参加費以上の価値のあるツアー

だと好評をいただいてい
ます。 

ちなみに、
長年ボランティ

アに来ている人には、
冬生まれと夏生まれ
が多いようです。 
答えは下にあります。 

①
こ
れ
ま

で
で最
も売上が多かった

の
は
？

②ど
んな
品物が売れるの？

③
セ
カ
ンド

ハン
ドに
ついての質問で多かった

も
の
は
？

④
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

は
何月
生まれの人が

多
い
で
し
ょ
う
？

もしスタッフが 

有給だったら・・・ 

現在、高松・丸亀・福岡で合計４店舗を営業中。また、

県内に3つの倉庫をお借りしています。高松店以

外は、所有者のご厚意で無料あるいは格安でお

借りしています。もし、正規の賃料を払ったら・・・。

毎月150万円以上、一年で1800万円以上が必

要となります。 現在の年間収入は約1000万円

ですから、セカンドハンドは即！倒産です。 

もし所有者の皆様の 

協力がなかったら・・・ 

運送や印刷などで本来かかる経費を無料または

格安にしてくださったり、お店・倉庫・事務所で使っ

ている棚などの什器や文具はほとんどすべてい

ただきもの。人を派遣してデータ処理のシステ

ムを構築するなどの協力も、お金に換算すれば

大きな金額となるでしょう。 

●資金の行方● 

支援活動 
83％ 

運営費 
2％ 

活動報告 
6％ 

国際協力への理解 
　　ファンドレイジング 
　　　　　　9％ 

　縫製やシルクの質、デザインの良さから大人気だっ
た販売コーナー。当日ボランティアとして司会をつ
とめた女優の大場久美子さんも休憩時間に販売スタッ
フとして加わり、盛り上げてくれました。お気に入り
の商品をすすめられ「大場さんに選んでもらった」
と喜ぶお客様もいらっしゃいました。 

　コンサート後、カンボジア大使のイン・キエット閣下から「自
立できるような支援を継続的にしているところが特にすばらし
い」と高く評価いただき、本国政府へもあらためてセカンドハ
ンドの活動を紹介したいとのお言葉をいただきました。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

カンボジア商品の展示販売コーナーも大盛況 

10周年事業への御協力、ありがとうございました。 JR四国（株）の協力で貼られた高松駅のポスター 

 

■セカンドハンド様の活動が10周年を迎えられたこと、心からお喜び申し上げます。
また、SVAがセカンドハンド様と共にこれまでカンボジア教育支援に関れたこと
に感謝申し上げます。高松より日本各地、カンボジア全土に広がる活動に無限の
力を感じます。大都市中心のNPO、NGOが多いなか、地域発の力強さをますま
す発揮してください。 

　　　　　　　　　社団法人  シャンティ国際ボランティア会  会長　松永  然道 
 
■「継続は力なり」と言いますが、セカンドハンドの活動の発展には目を見張るも
のがあります。賛同者が増えていくということは、思いのある人が沢山いるとい

うことでしょうか。人間って素晴しいですね。地球に国境なんてない。あるのは心の壁だけ。セカンドハンド
の活動がその壁をなくし、平和な社会の実現に貢献することを確信しています。どうぞこれからもチャレン
ジを続けてください。10周年、本当におめでとうございます。　　　　　　　　　　　　　　川田  良文 

 
■これまでの活動でカンボジアの子どもたちや女性にどれだけの笑顔と希望を贈る事ができたでしょう。遠
く離れたカンボジアの人々と毎日地道に働くボランティアスタッフはセカンドハンドでしっかりと、強くつな
がっている事を感じます。「肩肘張らずに気軽にボランティア」できるセカンドハンドは、言葉通りの素朴な
温かい場所だと思います。この雰囲気が大好きです。　　　　　　　　　　　　　　　　　  米谷  頼子 

　5月27日、サンポートホール高松
大ホールに全国各地から支部関係者

や支援者など600名以上が来場し、セ
カンドハンドの記念すべき10周年を祝い

ました。カンボジア王国特命全権大使イン・キエッ
ト閣下、二等書記官を来賓に迎え、10年間の活動を
最新映像でまとめたビデオ上映で開幕。アテフ・ハリ
ム氏の情熱的、かつ歌い上げるようなヴァイオリン演
奏に観客はあっという間に惹き付けられました。「こ
んなに澄んだ音色を聴いたのは初めて」「荒城の月、
涙が出る程感動しました。この曲を聴いてこんなに
感動するなんて」など感動のアンケートがたくさん
寄せられました。アンコールには、セカンドハンドのテー
マソングを歌うレオンさんが登場し、「少しだけ」をヴァ

イオリンとのセッションで演奏。これがまた、感動でし
た！小指会の学生たちも舞台で合唱しエンディングを
迎えましたが、ホール全体に優しい空気が流れていた、
そんな2時間半でした。 
　支援実績や10年の様々なデータが展示されてい
たロビーでは、「すごいな～」「へえ～」の声があちこ
ちで上がっていました。「設立当初新聞で記事を読ん
だが、学校を建設するなんて本当にできるのかなと
思いましたが、脱帽です！」「思いを具体的に行動して
実現しているところに勇気をいただきます」「感動し
ました」というメッセージもいただきました。 
　「素敵な時間を共有できたことに感謝」「とても優
しい幸せな気持ちになりました」等、多くのアンケー
トにスタッフ一同、また励まされました。 

　収益金は、すべてカンボジアの医療建設資金に充
てさせていただきます。 

（一部のみ紹介させていただきます） 

千万円 

5 仮に算出した 
スタッフのお給料 

仮に算出した 
店舗・倉庫の賃料 

その他の 
協力 

10

15

20

●10年間の 
売上トータル● 

●皆さんの協力が 
なかった場合の経費● 

これでは 
支援どころでは ありませんね。 

スタッフは、事務局２名以外はすべて無償のボラ
ンティア。仮にスタッフ全員にお給料を払うとし
たら、最低でも9000日（10年間のショップのべ
営業日数）×9時間（一日の営業時間）×600円（時
給）×2名＝97,200,000円！ 倉庫作業や週に1
回の運搬、イベント、運営委員会や編集会議に参
加する人も加算すると、実際にはもっと多くのお
金が必要となりますね。 

コンサート会場の展示コーナー一角（10年間の支援） 

同じカンボジア支援をしている 
有森裕子さんからもいただきま 
した 
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●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）　￥1,500 送料 ： CD、書籍類  200円　ポストカード 90円 
　　   募金箱 160円　カンボジア商品など１箱 500円 
　　　※合計１万円以上お買上げの場合、送料無料 

［郵便振替口座］ 
口座番号　01620-6-60029 
加入者名　NPO法人セカンドハンド 

SECOND
 HAND

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
 

　　　　　
　　　　　

　　カンボ
ジアの人た

ちが作った
商品を購入

する 

4ケタの商品番号で御注文下さい。色はお問い合わせ下さい。 

〈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。 

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。 

【店舗・倉庫】丸亀TMO推進協議会（丸亀店）、西川（福岡店）、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、麟、【ニュースレター発送協力】三木中学校、その他多くの方 【々寄付】香川/綾敏博、市原吉博、入江治子、浮田清市、牛熊等、
岡野道子、香川証券、香川県自治研修所、兼光弘幸、久保智枝、紅谷奈津江、小松容子、高橋安子、谷沢一朗、馬場法律事務所、林鶴子、原英子、久島茂
子、豊南会香川井下病院副院長 平田陽一、藤井裕也・瑞季、三木佑二郎、三谷範至、森谷芳子、安原智江、矢田常寿、山下真理子、山田美智子、（有）田
中工務店、（有）舞台美学　有岡大輔、大阪/アルパマ－レ、深田、深田医院、深田佳代子、岡山/藤川幸恵、楢原民子、神奈川/アイスタッフ（株）、桜井、
田中正利、長山喜代子、高知/佐竹敏子、久島茂子、埼玉/高倉恒三、東京/三略会、マスマテリアル（株）紫嵜安寧、NTTインターネット（株）野々市谷健、
千葉/谷和晃、兵庫/則政喜美代、福岡/古賀邦雄、後藤、後藤キクエ、古川ミチヨ、朗読ボランティアサークル穂声【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、ふそう陸送（株）、リレコジャパン（株）、【印刷協力】アイ二チ（株） 

本当に素晴しい活動を続けて来られたこと頭が下がります。私も私に出来る支援をしたいと思いました。（コンサートアンケートより） 
皆さんの支えがあってこれまで活動を続けて来れました。これからもよろしくお願いします。 

〈敬称略〉 

　名古屋で毎年チャリティーイベントを開催し、世界の子
供達のために支援を続けているYOU倶楽部の寄付先と
して、今年セカンドハンドが選ばれました。トークゲスト
が大場久美子さんというがきっかけとなり、素晴らしい活
動をするグループ、人々に出逢えました。 
　YOU倶楽部のメンバーでもある有名作家の方々から
提供された絵画など素晴らしい作品がオークションされ
た他、会場内での募金等、計845,058円全額がセカン
ドハンドに寄付されます。この他にもカンボジア商品販
売にも御協力いただきました。 
　YOU倶楽部の関係者の皆さん、ありがとうございます！ 

この寄付金は医療施設建設資金に充てます。 

●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。 

a：シルクパッチワークポーチ(1039) 
　　　　　　　　 ￥2,000  
b：シルクベア（大）(1024) 
　　　　　　　　 ￥1,800  
c：セカンドハンドオリジナルバッグ 
　素材:シルク (1088)￥4,800 
　素材:コットン (1086)￥3,800 
　写真はコットンです  
d：シルククロマー(2028) 
　　　　　　　　 ￥5,000

●ニュースレターバックナンバー 
　　　　　　　　　　　　販売できます。 

食べ物、人気アーティスト、おもしろ
新聞記事など情報満載。セカンドハ
ンドから購入していただいた場合、
売上げの一部が寄付となります。  

定期購読者、募集！　 
同封の郵便振替用紙に、住所、氏名、
連絡先、「ニョニュム定期購読希望」
と明記し、1年分6,000円をお振
込ください。定期購読の場合、送料
無料サービス。 

●NyoNyum（ニョニュム） 

１冊　￥500（月刊誌） 
　カンボジア発の日本人向け情報誌、販売中！ 

NEW

a

b

c
d

YOU倶
楽部から多額のご寄付をいただきました！



もっともっと、日本中にセカンドハンドの想いが届きますように。 
　　　　　　　　　　　　　（コンサートアンケートより） 

川口支部 

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！ 

大阪支部 

京都支部 
　総会で聞いたカンボジアの職業訓練センターの
方の話しに大変感動し、イベントへのバザー出店を
意欲的に行うなど、現在販売協力をいただいてる2
店舗だけでなく、今まで以上にカンボジア商品の販
売に力を入れていきたいと考えています。 

「オークン堂」からバザー収益金をご寄付いただきました！！ 
中島公園チャリティーフリーマーケット 
　9/25、10/16（10：00～14：00） 
国際協力フェスタ 
　10/2（土）、3（日）（未定） 
＊講演会を行います！＊ 

　　  講演：セカンドハンド代表　新田恭子 

　　  日時：10/17(日）　14：00～ 
　　  場所：札幌エルプラザ　 
　　　　   札幌市北区北8条西3丁目 
　　　　   （JR札幌駅北口より徒歩3分） 

　　  日時：10/18（月）　18：30～ 
　　  場所：北海道大学内　情報教育館3階 
　　　　　　　　 スタジオ型多目的中講義室 
　　　　   札幌市北区北17条西8丁目  
　    （問合せ先 : 大波 090-2695-9390） 

　「オークン」は、カンボジア語で「ありがとう」の意味。「オーク
ン堂」とは、北海道大学のボランティアグループ「ぼらんず」の皆
さんが大学祭（6/3～6/6）にて出店したお店の名前。 
　カンボジア商品の販売、また一般の方から寄せられた提供品
の販売を行い、4日間の収益金全額をセカンドハンドに寄付して
くださいました！！ 
　「数々のカンボジアの商品に目を留められた方にセカンドハン
ドの活動を紹介すると、興味を持って聞いて下さり嬉しかったです。
売り上げのお金がカンボジアの学校を建てるために寄付される
と思うと一層頑張ることができました。ミニゾウやブタ(商品)の
かわいらしさに話が盛り上がったりして楽しい時間をすごせまし
たし、予想以上の反響を得ることができました。丁寧に作られた
ものをきちんとした価格で買うというフェアトレードは、買う人も

作る人も売る人も幸せになれるシス
テムだと思いました。今回の経験は自
分たちにとって良い問題提起になっ
たと感じています。さらに勉強をして、
次回の新たなステップにつなげるこ
とができるようこれからも頑張りたい
です。」（ぼらんずメンバー） 

  
　高松在住のカンボジア人ユウさんがボランティア
講師として分かりやすく教えてくれます。どの回からで
も参加できます。 
　　日　時：第1土曜日　10：30～ 
　　　　　 第3土曜日　18：30～ 
　　場　所：セカンドハンド本部ビル４F 
　　　　　　（高松市観光通り沿い） 
　　参加費：一般　500円以上の募金 
　　　　 　 学生　300円以上の募金 
収益金は、すべてカンボジアへの支援に充てられます。 
お問合せは本部まで　 

　「ヒマバコ」とは、地域の活性化と
若者の健全育成を目的に大家さんが
無償提供している、横浜のたまプラ－
ザのイベントスペースです。そこで、
6/25～27チャリティバザーを開催し、
3日間合計で78,820円売上げました。
バザー前の6/21からカンボジアの

現状やセカンドハンドの活動の内容を展示しましたが、天井や
壁に穴があるカンボジアの小学校のひどい状況に特に小中学生
たちは驚き、真剣な顔をして資料の写真を見ていました。 
　今 回ヒマバコで初のバザーでしたが、募金して下さる方や「次
回開催する時はまた来たい」と言って
下さる方もいました。バザーは大盛況で、
約200人のお客様と20人以上のボラ
ンティアスタッフが参加し年令に関係な
く交流し、カンボジアについて一緒に考
えました。ご協力して頂いた皆様、本当
にどうもありがとうございました。 

☆講演会を開催します☆　講演：セカンドハンド代表 新田 
日　　時 ： 8/29（日）13：00～16：00（要申込み） 
場　　所 ： 早舩宅　川口市源左衛門新田18-1　 
申込み先 ： 早舩　090-8331-4503 
　　　　　E-mail:hayafune-n@mte.biglobe.ne.jp 
＊JR武蔵野線、東川口駅からの送迎もできます。（駅に12：30集合） 

「ヒマバコ」でチャリティーイベント開催！ 
 

セカンドハンド１０周年記念講演会を開催します！ 
 

ボランティアスタッフ募集！！ 

日　時：9/11（土）午後6時～ 
場　所：大阪市立北市民教養ルーム 
　　　 大阪市北区茶屋町1－4 
　　　（地下鉄・阪急梅田駅より徒歩5分、 
　　　　JR大阪駅より徒歩8分） 
入場料：無料  
 セカンドハンド代表新田が大阪でセカンドハンド
について語ります。 
　カンボジアの現状や国際協力、支援の在り方に
ついて一緒に考えてみませんか？ 
　お気軽にご参加下さい。会場の都合もあり、でき
れば事前にご連絡頂ければ助かります。 
　準備、当日のお手伝いスタッフも募集中！  
お問い合わせ：090－7146－2240 深田まで。 

高松店 チャリティーカンボジア語講座はじめました！ 

北海道支部 
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セカンドハンド通信を 
ネットでGET！  

ホームページからダウンロード可能な方、 
郵送は必要ないという方は 

2nd-hand@eskimo.comにご一報ください。 
発行のお知らせをメール配信いたします。 

使用済み切手を 
集めてます！  

破損のない切手を周囲5㎜程残し、 
切って下さい。 

詳細をFAX、郵送で送ります。 
本部にご連絡ください。 

ボランティア 
スタッフ 
募集中！  

お店番、運搬、倉庫作業、 
ホームページ、事務など、 

ボランティアを 
募集しています。 

10周年記念講演会 
～代表新田が全国をまわります～  
　　 8/29（日）川口支部 
　　 9/11（土）大阪支部（梅田） 
　　10/17（日）北海道支部（札幌）　 
　　10/18（月）北海道大学内 
＜依頼講演＞ 
　　10/20（水）14:10～15:40 
　　　　　　　明治大学駿河台キャンパス 

 
＊P7に詳細ないものはお問合せ下さい。 

ニュースレター発送作業  
次回は10/17の予定です。 

単純作業ですが、多くの人手が必要です。 
参加可能な方は、本部までご連絡ください。 

書き損じハガキを 
集めてます！  

投函していない官製ハガキを提供して下さい。 
ニュースレター発送用の 
郵便書簡に交換します。 
未使用の商品券や 

テレホンカードも大歓迎です。  
昨年10月から今年の6月までに 
集まった書き損じハガキで、 

570部（34,200円分）の郵便書簡が買えました。 
ありがとうございます！ 

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。 

information

提供品の受付  
食器、日用品など 

季節のないものは常時OK  
夏物　 　　    8/31まで 
秋物　10/1～10/31まで 

片
原
町
店

倉
　
庫

丸
亀
店

セ
カ
ン
ド
ハ
ン
ド 

　
丸
亀
店 

猪熊● 
弦一郎 
美術館 

浜町商店街 

富
屋
町
商
店
街 

通
町
商
店
街 

JR丸亀駅 

さんがわ 
三番街三協 

■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：
火・水11:00～13:00
木　　11:00～16:00 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
責任者 早舩　　 森田 090-4169-9940
(E-mail）tsubasa@i-staff.co.jp
ホームページ http://www.i-staff.co.jp/2nd-hand/
■セカンドハンド大阪支部
徳　　090-6241-3768
(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:011-785-2311
(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:090-3351-3697 Fax:075-752-3076 
(E-mail) tkwxf771@yahoo.co.jp

● 

● 

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 

福
岡
店

■セカンドハンド福岡店
■〒814-0131
■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

☆このニュースレターは３ヶ月に一度５５００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。

セカンドハンド片原町店 三友堂 
駐輪場 

高松中央 
郵便局 

三越 

つゆき寝具店 

ライオン通り 

フェリー通り 

丸亀町商店街 

片
原
町
商
店
街 

兵
庫
町 

■セカンドハンド片原町店
■〒760-0040
■高松市片原町9-1
■TEL：087-822-3552
■営業時間：

10：00～19：00

高
松
店

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
 

■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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ボランティアスタッフ不足のため営業時間が不定です

夏休みのお知らせ：8月1日～31日お休みさせていただきます。
9月より再開しますので、よろしくお願いします。




