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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
ジアに教育支援、自立支援、医療支援などをおこなっています。チャリティーシ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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　「日本人なんだから日本の困っている人
のために」とか、「もっと困っている国もある」
など、色んな意見があります。しかし、「困っ
ている」という状況に尺度はありません。
それに、私たちは日本人である前に人間です。
「助け合う」という行為に於て、同じ地球に
住む人間同志、国境で区切ることに意味を
感じません。 �
　できるものであれば日本も含め、世界中
の困ってる人たちのために働きたいという
気持ちはあります。が、私たちの力は限ら
れています。もっとよりよい協力ができる
よう、たくさんの力を集めるために、小さな
団体ですが、日々努力しています。カンボ
ジアが好き！という方、アジアの子ども達に
関わりたいという方、何かしたいけれども
何から始めたらいいのかわからないという
方・・・。私たちの活動にご賛同いただけた
なら、ぜひ力を貸して下さい。少しずつで
もよりよい世界にしてくために、一緒に前
進しましょう。�
　そして、「○○にも支援するべきだ」「日
本の○○も困っている」と感じ、カンボジア
に対する援助に疑
問を感じている方
がいれば、是非あな
たが立ち上がって
ください！小さなこ
とからでも、始めな
きゃ世界は変わりま
せん。�

【出逢いがきっかけ】� 【始めなきゃ世界は変わらない！】�
　1994年、新田代表が、ユ
ネスコ主催のワークキャンプ
でカンボジアに行き、大学の
図書室の修復作業をした際、
現地の学生から本を送って
欲しいと頼まれたことがきっ
かけでセカンドハンドが誕生
しました。カンボジアに本を
贈ることから始まり、様々な

出逢いを繰り返すうちに、学校建設、自立支援と活動が
広がりました。�
　しかし、絶対にカンボジア！とこだわっているわけで
はありません。今後他の国への協力をすることになる
かもしれません。ただ、私たちの「目の前にいる困って
いる人」がカンボジアだっただけなのです。�

【確実な支援をするために】�
　当面はカンボジアに支援先を絞
る予定です。皆さんからお預かり
したお金を確実な支援の形にす
ること、そして、その結果を自分た
ちの目で確かめ、皆さんに報告す
ることが大切だと考えています。
確実な支援をするためには現地
の人々や団体との信頼関係が必
要不可欠です。カンボジアには、
これまで培ってきた幅広いネット
ワークも、信頼できる団体もあり
ます。もし支援先を拡げたら、確
実な協力をしていくことだけでなく、
自分たちの目で確認することも
難しくなると懸念しています。 

阪神・淡路大震災ー地震ゴミが�
山積みだったので持ち帰った。�

たったトラック一杯分だけれども、０よりも１です。�

1994年、ワークキャンプでのがれき拾い�

1994年8月、最初の�
収益金で大学に届けた本�

今までに建設支援した学校は�
13校舎。医療施設や孤児院�
など支援先も広がりました�

�

よく聞かれる質問です。アンケートでも数名の方からご質問をいただきました。�
ホームページと同じ内容ですが、あらためてここに掲載させていただきます。�

�
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セカンドハンドの皆様の活動でカンボジアの子ども達が幸せになるのは嬉しいことです。小指会の皆様の頑張りに感動しました。（アンケートより）�

　校庭の地雷撤去も終え建設中のサクリエム小学校。雨期に入
り完成が遅れ、現在85％の進捗状況です。�
　10月1日から新学年度が開始しているはずなのですが、実は
この10月から中等部の教育が始まり、旧校舎は7年生（中学1年生）
のために利用されています。というわけで初等部が利用できる
教室がないため、教員・生徒は新校舎の完成をただ待っている状
況で、授業が開始されていません。生徒、学校関係者、地域住民と
みんな、まだかまだかと完成を心待ちにしています。�
　子どもたちが机につき、授業が受けられる日はもうすぐです。�
　御支援いただいた皆様に、とにかくとても感謝しているとメッセージが届いています。�

建設中の校舎（コンポン・トム州）�

　介護用品のレンタルを行っている（株）トーカイさんから提供された
マットが、プノンペンの病院で活用されていました。�
　雨期に入る７月下旬は肺炎など呼吸器系の疾患で入院する患者が激
増する時期で、プノンペン郊外から運ばれたという児童たちが入院し
ていました。入院用のベッドが不足しているため、送られたマットが床
に直接敷かれていましたが、マットも不足しており、床に布一枚で横た
わる子どももいました。板張りのベッドや床で寝ていても病気や怪我
は治るでしょう。しかし、どちらが快適かは一目瞭然です。�
　「もっと欲しい」との声はあるものの、輸送コストは安くないため、当
面応えることはできそうにありません。今回はJICSから輸送費の支援
をいただき、さらに兵機海運さんから多大なる御協力をいただき、実
現しました。ありがとうございました！�
�
　＜マット用カバーの要望がありました＞�
　使われているマットは、「滅菌済み」とブルーの文字でプリントされ
たビニールカバーがつけられたまま使用されていました。暑いので、
ベタベタするのではないかと思い「なぜとらないのか」を聞いたところ、

吐血や下痢で汚れる可能性があり、保護のためビニールカバーが必
要なのだと説明してくれました。特に下痢は細菌性の可能性がある
ため、絶対に防水のカバーが必要だと言います。カバーはマーケット
で一枚15ドルで販売していますが、市立病院では、すべてのマットに
装着するためのカバーを買う予算はないそうです。少しずつ購入し
ていますが、マットカバーの支援をしてもらえるとすぐに使えるので
お願いしたいとの要望がありました。小さなことですが、現場に来て
知るニーズは多種多様だと実感しました。�

日本で産廃処分になる運命だったマットが、�
カンボジアではA級品として活用されていました。�

「滅菌済み」のビニールのまま使われるとは、�
想像もしていませんでした。�

赤ちゃん用の体重計�
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カンボジア現地レポート（41号）のシナのこぼれ話しを読んで、プロジェクト担当者の説得の言葉に感動しました。　（坂出市　木村様）�

小指会が支援したSen Sok中学校。�
約900人の生徒が通う。�

　昨年小指会が支援したSen Sok中学校で
奨学金支援を受けている学生の内、中学3年
生4名全員が無事進級テストに合格し、高校
進学が決まりました。現在中学校の教室を借
りて高校の授業を受けていますが、高校で勉
強できるのを心待ちにしています（学生たち
の様子については次ページをご覧下さい）。
小指会も高校建設に向けて、バザーや募金活
動を行ったり、積極的に現地の様子を伝え支
援を呼び掛けるなど、懸命に取り組んでいます。�
　カンボジアでは、中等教育機関への進学率
は30％に満たないと言われています。日本
の100％に近い進学率と比べるとその差は
歴然です。ポルポトの粛清時代に多くの学校

が閉鎖され、
校舎が不足
しているの
に加え、貧
困層では金
銭的な問題
もあり、現
在高校に進
学できる生徒は非常に限られています。�
　国の発展の為にも教育制度の再構築は必
要不可欠です。セカンドハンドも高校建設の
ためのチャリティーバザーを行うなど、小指会
を応援する形でこのプロジェクトを進めてい
ます。ご協力お願い致します。�

～小指会プロジェクト～�

　セカンドハンド
は、プノンペン市
保健局が貧困地
域の住民に対し
て行っている保
健医療プロジェ
クトに協力し、こ
れまでヘルスル
ーム2棟、ヘルスセンター1棟の建設支援を
実施しました。貧困者は無料もしくは500リ
エル（約20円）程度で診察を受けられると

いうもので、出産
の場合も10ドル
程度、あるいは無
料で出産できる
ようになっていま
す。近年出産者
数の増加に伴い、

入院施設が不足しています。乳幼児死亡率
を低下させるためにも安心して出産・入院で
きる施設が早急に必要との要望があり、昨年
1棟（10室）の入院施設を建設しました。同
様の施設を、国際空港近くのポチェントン・
ヘルスセンター内に建設してほしいとの要
望があり、8月に視察した後、運営委員会で
話し合い、支援を決定しました。現在この施
設で、月に約90名が出産しているそうです。�
　建設費は31,716ドル、約360万円。建
築資材費が値上がりしているため、昨年建設

したトゥックトラ・
ヘルスセンター
の320万円より
高くなっています
が、同じ仕様です。
今年中に着工す
る見込みです。�

この建物の奥（写真では右側）に�
新病棟が建設されます�

利用者数等の説明をする�
保健局の担当ドクター�

診察室だったと思われる部屋に、�
６台のベッドが置かれている�
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カンボジア�
現地レポート3
カンボジア�
現地レポート3
カンボジア�
現地レポート3

私たちが来日します！ みなさん、よろしくお願いします。�

　今年12月、セカンドハンド奨学金制度で支援しているカンボジアの学生10人のうち4人が、香川を訪
れます。これはセカンドハンドが香川県との協働事業（委託事業）として行うもので、学生たちは10日間
の来日期間中に県内6校をまわり、地元の高校生たちと交流したり、セカンドハンド店頭でボランティア体
験をする予定です。��
　きっかけはセカンドハンド学生部「小指会」のカンボジアスタディツアーでした。それまではテレビや新聞、人々を通じてし
か知らなかったカンボジアを、自分たちで実体験した彼らは、私たちの想像以上に成長して帰国しました。滞在中に彼らは日
本を、そしてセカンドハンドを知ってもらうために、自分たちで写真を使ってカンボジア語でプレゼンテーションをしました。
世界各地の人々と触れ合うことで、自然と国際社会に通用するコミュニケーション方法を学ぶ。英語を話す必要性を感じ、帰
国後にもっと勉強しようと意欲を持つ。彼らの成長に「触れあうこと」「自分たちで体験すること」の大切さを感じた私たち
は、ぜひ、県内の高校生にも同じ経験をしてもらいたい、そして一人でも多く国際社会で活躍したり、誰かのために役に立ち
たいと思える人材を育てたいと思い、今回の協働事業を提案しました。�
　もちろん、それはカンボジアからやって来る4人にとっても同じこと。実は4人の学生たちに小指会と同じことをしてもら
おうと思っています。カンボジア語から日本語に翻訳された原稿を手に、きっと今、4人は最後の追い込みに入っていること
でしょう。�

＜日本の印象＞�
　高い技術を持ち、アジアの中でもっとも発展した国。人々は
とてもやさしく、私たちの国をとても助けてくれている。�
＜将来の夢＞�
　英語の通訳�

●来日で楽しみにしていること●�
日本の文化に触れること。彫像や美術館、博物館を観ること。
そして、日本の家や普通の生活を見てみたい。どんなもの
を食べて、どんな服を着て、どんなふうに振る舞うのか、生
活のすべてに関心がある。カンボジアとの違いを知りたい。�

4人は小指会が支援するSen Sok中学校の生徒。7月の終了試験に全員合格し、10月の新学期から高校生になりました。カンボジアの学校は6・3・3制。終了試験に合格しなければ進級できない
システムなので、約20％の学生が留年。また、6歳で入学とは決まっていないので、同じ学年でも年齢は様々です。現地の事情により、来日する生徒が変更になる可能性もあります。ご了承下さい。�

　母・姉・弟の4人家族。家族を支え
る父親がいないため、生活は経済的
にとても困難。例えば、姉のベッド
は壊れたままだが修理する費用が

ない。�
　小指会からの奨学金を受け
てから、集中して勉強できる
ようになった。制服や文具な
どを支給してもらるので、買う
費用の心配もいらないし、お
金だけでなく、学習意欲を高
めてくれている。�
　家では掃除、洗濯、炊事を行
うが、当然、洗濯機はないので
手で洗ったり、炊事の場合も
コンロがないので、炭に火を
つけるところから始まるので、
家事をやるにもとても時間と
手間がかかる。�

＜ピセイのスケジュール＞�
05:30  起床　自分と弟のベッド、�
　　　部屋の整理整頓。そうじ。�
06:00  母が行商するための�
　　　ゼリー作りを手伝う。�
　　　水浴びをして、学校に行く�
　　　準備をする。�
07:00－11:00�
　　　学校�
11:30  昼食の準備�
12:00  食事、食後は休憩�
14:00  母が翌日に売るゼリーの�
　　　下ごしらえ�
16:30  夕食の準備�
18:00  食事と片付け、掃除�
19:00  英語のプライベートレッスン�
　　　（授業料は奨学金）�
20:00  自宅で弟と一緒に復習�
22:00  就寝�

Nguon Theary　テリー　��
　（生徒と同名のため、先生という意
味のネアックルーと呼ぶことにしている）�
　セカンドハンドが現地NGOと協力し
てスヴァイリエンで実施している職業
訓練センターの指導者。セカンドハン
ドがどのように資金を集めているのか
見ること、日本の支援者に会えるのを
楽しみにしている。�

Thanh Duc　ドゥック　��
　米国に本部を置くNGOマリノ
ールのスタッフ。Sen Sok地域
で活動し、中学校建設や小指会の
奨学金の調整をしてくれている明
るく、情熱的な担当者。ベトナム
出身、米国籍。牧師さんになるた
め修行中。�

●公募で決定した交流対象高校（香川県内6校）●�
　善通寺西、高松商業、高松東、飯山、三木（以上、香川県立）、高松市立高松第一�

　12/23（金・祝）13:30～　サンポートホール高松  7F  リハーサル室�

カンボジアの生徒による文化や自分たちの住む地域についての発表、�
交流した日本の生徒の発表を行います。ぜひ御参加ください。�

　JICAのボランティア理解促進調査団が
Sen  Sok中学校を訪問しました！�
　（全文また、その他の方々の感想はホー
ムページでご覧になれます）�
�
遠く離れたカンボジアで、高松に本拠を置くNPO法
人が、大きく貢献していることに感動を覚えた。�
　（香川県教育委員会事務局保健体育課�
　　　　　　　　　　　　　　宇川  和幸さん）�

～ 一般公開の交流会を開催します！～�

＜日本の印象＞�
　とても発展していて、トップクラスの国。「意欲があり、努力を
すれば報われる」機会がたくさんあるように思う。�
＜将来の夢＞�
　勉強を続けて、大学にいき、看護婦になりたい。�

●来日で楽しみにしていること●�
日本人がどんな風に毎日を過ごしているのか、生活スタイ
ルや1日のスケジュールを見ること。家族がお互いにどん
な風に助け合って生活しているのかも見てみたい。�

　母、妹、弟の4人家族。生活は
とても貧しく、困難。家のことな
ど、家族のためにやらなければい
けないことがたくさんある。�

　毎週木曜日は村をまわっ
て行っている健康やHIVにつ
いて知ってもらうためのイ
ベントの手伝いのボランテ
ィアをしている。�

＜チターのスケジュール＞�
06:00  起床�
07:00－11:00�
　　　学校�
12:00  昼食をつくって食べる。�
　　　食後は休憩。�
14:00－17:00�
　　　ポンティエコーンと呼ばれる�
　　　孵化しかけのあひるの�
　　　ゆで卵を売る母の仕事を�
　　　手伝う�
17:00  洗濯�
20:00  夕食�
21:00  就寝�

＊無口でシャイな女の子。周辺の人
は日本に行って交流できるのか？と
心配したそうだが、日本行きが決まっ
てから少しずつ変わってきた。日本
の生徒さん、どうか暖かく迎えて下さ
いね。�

＊ボランティア活動にも積極的に取組んでおり、
NGOスタッフから「とても責任感のある、しっ
かりした子」と評されている。�

＜日本の印象＞�
　知的、道徳的ないい国。とても
丁寧で伝統を重んじ、慎ましやか
でエレガントな人たち。�
＜将来の夢＞�
　医者�

●来日で楽しみにしていること●�
博物館や古いお寺の見学、伝統的な踊りを観るのが楽しみ。
また、日本の皆さんにカンボジアのSen Sok地域の紹介が
できるのをとても楽しみにしている。�

　母と弟の3人家族。生活はとても
困難。母はお手伝い業をするために、
モト（バイクタクシー）に乗って、毎
日遠くまで仕事に出かけ、他の家の

洗濯や掃除をしている。小指
会から奨学金をもらうように
なり、ずいぶん生活がよくなっ
た。制服や筆記用具を買う費
用の心配がなく、その分、食費
に充てられるので、生活が少
しだけだがよくなったと思う。�
　週2回、長期の休み中は毎
日ボランティアで、近所の子ど
もの世話などもしている。�

＜テリーのスケジュール＞�
04:00  起床。縄跳び30分の�
　　　エクセサイズ後、水浴び、�
　　　掃除、朝食の準備と食事。�
7:00－11:00�
　　　学校�
11:30  弟と自分の昼食の準備と�
　　　食事。�
14:00-16:30�
　　　ボランティア�
18:00  英語のプライベートレッスン�
19:00  夕食の準備＆食事。�
　　　片付け。勉強�
23:00  就寝�

＜日本の印象＞�
　日本人はとても素晴らし
い。やさしいし、カンボジ
アの人々をたくさん助け
て下さっている。�
＜将来の夢＞�
　まず、日本語、英語を学びたい。言語を理解することができ
れば、たくさんの知識を得ることができる。なぜなら、英語や日
本語で書かれた本を読むことができれば、たくさんのことを学
ぶことができるから。将来は建設技術者になりたい。日本がカ
ンボジアに立派な橋を建設支援してくれたが、国が復興する上
で大切なインフラ整備の建設技術を支える仕事に就きたい。�

●来日で楽しみにしていること●�
どんな職業があるのか、日本人がどのように生活している
のかを知りたい。また、文明社会の現状を見てみたい。�
日本の皆さん、幸せですか？どんな生活をしているのですか？
日本での生活で、どんな問題がありますか？�

　母、兄、妹の4人家族だが、他の家
族は別々の場所で仕事をしており、
自分一人で住んでいる。とても貧し
いが、2002年から奨学金を受けて

学校を続けられている。現在、
小指会から支援をしてもらえ
てとても嬉しい。�

＜ヴィーのスケジュール＞�
06:30  起床、水浴び。�
07:00－11:00�
　　　学校�
　　　学校から帰ると読書をしたり、�
　　　日本語や英語の勉強を�
　　　したり、お腹が減ったら�
　　　食事をつくって食べている�
21:00－23:00　勉強�
00:00  就寝�

生徒たちの住むプノンペン市郊外のスラム街。�
電気、水道はありません。�

雨期には家の前が水浸しです。�
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●募金箱　無料�

送料 ： 募金箱160円、カンボジア商品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�

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「募金箱希望」「カンボジア商品希望」など明記し、
住所、氏名、希望の数をご記入の上、商品代金に下記の送料を加え
てご入金ください。�

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）、冨井（満濃町）【出店協力】エースワンサンポ
ート高松店【ニュースレター発送協力】光洋中学校、桜町中学校、高松商業高校、三木中学校、その他多くの方々【寄付】香川/（株）秋山組・
秋山憲夫、入江治子、エヌ・ティ・ティマーケティングアクト四国社長、岡田千恵子、川野淑子、木村明仁子、黒田好子、紅谷奈津江、佐藤
忠義、塩田真也、ソバハニ・マウスド、田所清美、（株）田中工務店、Trudie Heiman、初瀬勝彦、藤井良廣、三木佑二郎、三橋薫、三谷範
至、モバイルソリューション、森田順子、安原智江、山下真理子、山根猪三武、愛知/YOU倶楽部、大阪/岩崎千代子、庄司一美、岡山/中塚秋
恵、橋田穂波、神奈川/アイスタッフ（株）・森田、瀧酒房、高知/久島茂子、埼玉/高倉恒三、東京/三略会、マスマテリアル（株）柴嵜安寧、
富山/ 荻浦いく弥、長野/北山直子、福岡/古賀邦雄、吉田初美、北海道/舩本由香【その他】あさひの、イシハラ（株）、大山牧場、香川マツ
ダ、コスモ商事（株）、佐川急便（株）、セカンドフット、高松駅弁（株）、天勝（丸亀）、錦郵便局【印刷協力】アイ二チ（株）　�

41号「お金が有り難い」の一言。本当にその通りのはずです。「コーヒー一杯分でも募金箱に入れに行こう！」と改めて思いました。。（アンケートより）�

〈敬称略〉�

　ニュースレターのアンケートで、「スタッフの声
が聞きたい！」というメッセージをたくさんいただ
きましたので、まずは総会で選任された今年度の
運営委員13名のうち6名をご紹介します。「運営
委員として取組みたいこと」をテーマに、一言ず
つコメントをいただきました。�

　布製で柔らかいため本に良くなじみ、
紐しおり付で便利です。�

　あなたの大切な本を守る気持ちが、カンボジアの女性
たちの生活を守ることにもなります。�

●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。�

素材：コットン（チェック）(1050)�
　　　　　　　　￥600�
コットン（刺繍柄）(1051)�

　　　　　　　　￥800�
シ ル ク(1052)�

　　　　　　　￥1,200�
サイズ：16cm×30ｃｍ�
　　　　(文庫本サイズ)�
色：お問合せください�

E-mail:Jimukyoku2hand@yahoo.co.jp fax:087-861-9928 
☆★セカ

ンドハンド運営委員をご紹介します★☆

JICA四国・国際協力推進員。�

活動を通して人と人、心と心の繋がりが

感じられる場所にしたい。��

主婦。北海道支部責任者。�

自分も含め誰もが気軽に国際協力に参

加できる場を増やしたい。��

四国学院短期大学　助教授。�

カンボジアをよく知ることで自分たち日

本のあり方を顧みたい。��

翻訳家。セカンドハンド理事。�

透明な運営によって数多くの協力者を

集め、日常生活の意識向上に繋がる団体

を目指したい。��

徳島文理大学3年生。小指会サポーター。�

より多くの学生の意見や主張が反映さ

れるよう、学生ボランティアが価値ある

ものになるよう、行動したい。��

フリーアナウンサー。セカンドハンド代表。�

あらゆる意味で、次世代につなげていけ

るよう基盤整備したい。�

（ボーン：年上の女性を呼ぶ時の敬称ボーンスライを略した呼び方です）�

2005年7月から青年海外協力隊隊員としてカンボジア
のタケオ州の学校で活動している野口洋子さんのリポ
ートコーナーを設けました。今後2年間、カンボジアでの
生活の中で感じたことをお届けします。�

　タケオに来た当初、このようなテントのお店でご飯を食べるとは想像してい
ませんでしたが、今は約50円でお腹いっぱいになるこのお店でほぼ毎日食べ
ています。�
　カンボジアでは家族でお店を経営しています。こ
この家族は私を見かけると、「食べていかないのー」
という感じでいつも笑いかけてきます。私が食べて
る時は、家族のうちの誰かが私の前に座って話をし
ます。話のねたがない時は、私の顔を見ています。
彼女たちにとって、日本人は珍しく、「色の白い人は
サア－ッ、サアーッ（綺麗）」と毎回言います。�
　カンボジアの人の温かさを毎日感じて生活して
います。�

＜プロフィール＞国際協力に関わりたくてOLを辞め、高校講師の傍
らセカンドハンドにボランティア参加。店頭の掲示物作成を担当。赴
任前まで運営委員を務める。高松出身。�

�

お昼ごはんを�
食べているお店。�

〈池田〉�

〈大波〉�

〈大山〉�

〈ジャン〉�

〈仙波〉�

〈新田〉�
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40号の小指会メンバーのスタディーツアー体験記は、驚き、衝撃、感動がストレートに伝わってくるもので、若い世代がこういうことを実体験�
できるのがどんなに大切かと思いました。（高松市　永尾様）�

　セカンドハンドの活動を知って
もらうためにどのような方法がい
いか試行錯誤しながら作り上げ、
多くの来場者に紹介することが
できました。準備を進めてゆくに
つれ、自分のカンボジアに関す
る知識を深めることができもっと
カンボジアのことが知りたくなりま
した。（北海道　福田）�

北海道支部�

北海道支部〈小指会〉出展!!

　牟礼中学校、高松商業高校、高松東高校マンガ研究部の
皆さんが、文化祭の収益金を寄付して下さいました。�
　集めた品物、部員手作りの部誌や便箋、ビーズアクセサリ
ーなどの販売や自作のゲー
ムなど、取り組みは様々。展
示や飾り付けにも学生なら
ではの工夫がいっぱい！�
　「どうせフリーマーケット
をするならチャリティーにし
ようと軽い気持ちで始めた
けど、だんだんカンボジアの
現状が分かってきて力が入
ってきた」など興味のなかっ
た生徒さんにとっては、学ぶ
機会になった様です。�
　寄付金は3校合わせて、な
んと20万円以上！本当にあ
りがとうございます。�

　今年8月、高松駅近くのサンポート高松で高校建設支援のためのチャリテ
ィーバザーを開催しました。坂出東部中学校など、小指会に登録していない
中・高校生たちもお手伝いに来てくれました。�
　暑い中交代で募金活動に参加したり、どうやったら売れるかを考えたり
と毎日が戦いの日々でした。でも、物が売れていくたびにカンボジアの学

生の顔が浮かんできて、頑張ろうという気持ちがわきました。これからもその気
持ちを大切にして活動を続けたいです。協力してくれた皆様、ありがとうございました。�

　8/19～21、ライジングサンロックフェスティバル（野外ロックフェスティバル）
に参加しました。小指会のホームステイ体験のパネル
を作成し、高校建設支援を中心に活動紹介を行いました。
来場者には支援先の生徒へのメッセージを手形と共に
残していただきました。当日は途中で雨が降ってしまう
など大変でしたが、普段会うことのできない方々に出会
えた、いい機会でした。�

手形、こんなに集まりました！�

高松商業高校の募金隊�

牟礼中学校。手作りハガキ、�
どれも力作！1枚80円�

募金受け付け中！��
　文化祭などで募金活動に取り組んでくれた学校
もあり、現在集まっている建設資金は約110万円
です。建設費は約300万円。�
　皆さんのご協力をよろしくお願いします。�

メンバー募集！！��
　学生（小学生～大学生まで）であればどなたで
も小指会の活動に参加できます。「国際協力して
みたい！」「人の役に立ちたい！」など小指会の活
動に興味を持った方はぜひご一報下さい。�

かがわ国際フェスタの�
　屋台に出店します！��

アジアン料理、おいしいですよ！�
10/30（日）　9：30～　中央公園�

駅前で
バザー

会場へ
の呼び

込み！�

暑い中
、大声で

がんば
りました

。�
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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。�

�

セカンドハンド通信を�
ネットでGET！��

ホームーページからダウンロード�
可能な方、郵送は必要ないと�

いう方はメールでご一報ください。�
発行のお知らせをいたします。�

ニュースレター�
発送作業��

次回は12/22、23です。�
�

23日午前中はカンボジアの�
学生も一緒に作業します。�
参加可能な方は本部まで�
ご連絡ください。�

　ボランティア�
　スタッフ募集�
�

○お店番�
　レジや店内作業など�
�

○運搬←特に不足しています！�
　荷物の運搬、車の運転など�
�

○倉庫作業�
　仕分作業�

寄付・募金いつでも�
受付けています！���

　郵便振替口座�
　01620-6-60029�
　NPO法人セカンドハンド�

品物提供の受付け��
倉庫移動のため、�
新品の贈答品のみ�
受け付けています。�
倉庫が整い次第�
受付再開を予定。�

専任スタッフ募集��
職　　種：事務局専任スタッフ・�
　　　　  非常勤スタッフ（パート）�
資　　格：社会経験３年以上�
報　　酬：規定による�
応募方法：履歴書と志望動機・アピール文を�
　　　　  メール等で送付のこと�
応募締め切り：適任者が決まり次第�
�
＊詳しくはホームページをご覧下さい。�

一般公開　�
「カンボジア＆日本の�
高校生シンポジウム」��

日本で感じたこと、交流を通して感じたこと�
などを聞いてみたいと思っています。 �
（生徒についてp.4・5参照）�
12/23（金・祝）13:30～�

サンポートホール高松  7F  リハーサル室�
参加費：無料�

�
フェアウェルパーティー�

同会場で、15:30頃～�
お茶＆お菓子代：300円�
申込締切り：12/18（日）�

集めてます！���
　・書き損じハガキ　　�
　　（未投函の官製ハガキ）�
　・使用済み切手         �

　周囲を5㎜程度残して切るなどの
注意点があります。�

　詳しくはお問合せ下さい。�

information

片
原
町
店

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

支
　
　
　
部

■セカンドハンド川口支部
責任者 早舩 TEL&FAX: 048-294-1576
(E-mail）n-hayafune522@kkd.biglobe.ne.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

●�

●�

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

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�

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
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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

☆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4300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。




