
創作洋菓子マロニエ　中村　悦子
（オリジナルケーキ＆クッキーの開発・収益寄付）

「セカンドハンド」この名を
聞いた時、なつかしい歌が
鮮明に思い出されました。
「ひとりの小さな手、何もで
きないけど、それでもみんな
の手と手を合わせれば何か
できる」。遠い昔学生時代、よ
く一人で歌った曲です。この
町で、主人と二人ケーキ屋を
開店して38年。これからの
人生、天国に向かい入れてく
ださるその日まで元気に働
き小さなお返しを続けたい
と願います。これからもずっ
と応援しています。

MORIMARI  CAFE　森　  ま  り
（カンボジアコーヒー売上寄付）

今回、はじめて参加させていただきまし
た。カンボジアのコーヒーをメニューに加
え、たくさんの方に楽しんでいただけたと
思います。どんな味かをお客様に聞かれ
たとき、もっと具体的にお答えできればよ
かったな～という反省点はありますが、少
しでもお役に立てて、私自身も満たされ
たような気持ちです。これからも人との
つながり大切にしたいと思っています。

ヨガ教室　森岡　美智
（チャリティーヨガ教室開催・収益寄付）

自分の持つ小さな力や思いを国際協力に変えてくれる
素晴らしいキャンペーンだと思います。大好きなヨガで
貢献することが出来、とても光栄です。ありがとうござ
いました♪

お歳暮、クリスマスプレゼントに・・・
キャンペーンサイト、ぜひ覗いてみて
下さい！
http://2nd-hand.main.jp/15/ 　

2009年10月26日

「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）。一人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。

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。
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E-mail:jimukyoku2hand@yahoo.co.jp http://2nd-hand.main.jp/

セカンドハンド　本部事務局 050-1046-9928
（IP電話に変更しました）

セカンドハンド15周年キャンペーン

「しあわせのおすそわけプロジェク
ト」

進行中！

セカンドハンド15周年キャンペーン

「しあわせのおすそわけプロジェク
ト」

進行中！

　15周年を機に、もっと多くの方に気軽に参加してい
ただけるようにとキャンペーンを開始し、半年が過ぎま
した。商店、企業、個人、計60件以上の取り組みが行わ
れていますが、今号ではキャンペーンに参加した皆さん
のメッセージをご紹介させていただきます。

　香川の地元アーティストの協力
を得て、コンサートを開催します。
15年間の活動を展示や動画にま
とめた企画も必見。ぜひ、ご来場く
ださい！

　出　演：ポプシーズ（ジャズオーケストラ）
　　　　 れおん（シンガーソングライター）
　日　時：11月29日（日）　14時～
　場　所：アルファあなぶきホール　小ホール
　入場料：1,500円（当日2,000円）※送付可
　チケット販売場所：

セカンドハンド（高松店、片原町店、丸亀
店）、Cafe Yula（瓦町）、黒船屋（北浜町）、
ブルワン（木太町）、葡萄塾（丸亀町）、チャ
オ（松福町）、デヴァン高松（朝日町）、Box 
Gallery Make Merry（南新町）、ひさご亭
（築地町）、わくわく生活支援ねっと（紙町）

※このコンサートには一部、四国ろうきんの助成金
　をいただいております。

みんなで蒔いたしあわせの種

チャリティーコンサート
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いつも応援しています！（香川県／匿名希望）

　 救 急 医 療 支 援
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ご支援お願いします！

卒業した奨学生２名から

感謝の手紙が届きました！

卒業した奨学生２名から感謝の手紙が届きました！

マロニエとのコラボ商品（イメージ）
15周年にちなんで、1（イチ）5（ゴ）ケーキ

救急医療支援先のカンボジア医師、来日研修
香川県が招聘・中央病院等で受入

高松消防局で実技訓練
プノンペン市立病院救急部チャンナリットさん（左奥）、
ポチェントン病院副院長サタさん（奥中央）

一般市民対象にした講演会も開催
（10/17高松市男女共同参画センター）

　香川県が昨年度から3年計画で実施している「香川
らしい国際協力事業」で、9月27日～10月23日に医
師2名が来日しました。これは、自治体がJICAに提案
し、資金を得て実施する「草の根技術協力事業」の一
環です。
　来日した2名は、セカンドハンドの救急医療支援先の
対象病院の主要メンバーで、今後、プロジェクト実施の
キーパーソンともなる方です。
　日本の技術やシステムを実際に目で見て学ぶこと
は、どのような医療を目指し支援しているのか、イメー
ジしてもらう上でも非常に重要です。今年の医師も、日
本人の関係者が驚くほど積極的にそして熱心に研修を
受けていました。その医師の熱意に応えて病院側が休
日に別途研修日を設けてくださるなど、多忙な先生方
がスケジュールを縫って調整してくださる姿勢も印象
的でした。約1ヶ月間もの研修プログラムを組み調整し
受入れることは簡単なことではありませんが、これも関
係者の皆様の多大なるご尽力によって成り立っていま
す。その医師達が日本で学んだものを少しずつでも、現
場で活かしていけるように現地でサポートしていく予
定です。
　香川県、JICA四国、そして私たちNGOと3つのセク
ターそれぞれが、得意分野を出し合い協力する素晴ら
しい連携が出来ています。

カンボジア救急隊も
板についてきました

　まだまだ課題はありますが、機材整備、マニュアル作
り、専門家による指導と進めて来たことにより、現在で
は自分たちである程度安定して活動できるようになって
きました。救急隊運営費は、今はほぼ全額負担している
状況ですが、来年からは徐々に支払額を減らし、保健局
で経費を賄っていけるよう引き継いでいく予定です。

スヴァイリエン州に医療施設
建設支援に向けて調整中

　前号でお知らせしました、スヴァイリエン州医療施設
建設に向けて政府との調整を進めています。保健室程
度の医療施設すらない農村部に、住民達が医療を受け
られる様に建設を予定しているものです。トヴァイン
村、アンタソー村のどちらが優先度が高いか調査をお
願いしていましたが、どちらも急ぐと返答があり、再度
優先度を確認しているところです。ゆっくり時が流れる
カンボジア、日本のようなペースで物事はなかなか進み
ませんが、進展があり次第ニュースレターで詳細をお知
らせさせていただきます。

救急医療支援とは…

　プノンペン市保健局と連携し、救急搬送シ
ステムのモデルとなるものを構築する事業。
2007年より、NPO法人TICOと連携し実施
している。支援によりカンボジア初の救急隊
が誕生し、支援を続けている。

NAYA-NANYA
　池田　秋濤
（アートギャラリー／
会場提供など）

半年ほど前にセカ
ンドハンドとご縁
ができ、その後、活
動が気になるよう
になり、今は「自分
に出来ることは
…」と思う日常を
送っています。

｠「ちょっとした  きっかけ」大事ですね！

カンボジアの人達のためになると思うと募金を呼びかける声も大きくなった。ボランティアは人の心を豊かにし、人のつながりを深め
るものだと思った。（ボランティア体験感想/古高松中学校）

15周年おめでとうございます。私はこういう形（寄付）でしかご協力できませんが、実際行動いただいている方たちに感謝いたします。
（高松市／匿名希望）→そんな声に励まされています！

ひとそれぞれ三人展　若宮　広子
（個展の収益金寄付）

今春、キャンペーンに参加し、僅かな寄付を届けられた。
一人一人のこうした想いが継続する事で誰かの許に花を
咲かせることができる。自分の中にもそのお裾わけの幸
せな気持ちがほんのり香る。これからも応援します。

デヴァン高松  カリモクショップ　三好　雅登
（インテリア・家具・雑貨／カンボジア商品設置）

ボランティアという言葉には、色んな意味があるのでは？
人との出会い・助け合い・協力など素敵な言葉である
と思います。私の会社の多くのお客様にも、カンボジア
についてもっと知っていただきたく、今回参加させてい
ただきました。今後とも社員一同ボランティア活動をし
ていきたいと思ってます。

Sumus café　原　  博  文
（カンボジア商品設置）

セカンドハンドのお店のご近所ということで以前より
活動に興味を持っていましたが、忙しく接点もないまま
でした。今回、声をかけてくださり初めて活動に協力す
ることができました。僕らにもほんのちょっぴりでもお
手伝いが出来る！と嬉しく思いました。またこうした機
会があったら積極的に参加したいなと思っています。

Earth Cover（札幌市）　千徳あす香
（エコロジー雑貨＆フェアトレード／カンボジア商品設置）

セカンドハンドのとっても丁寧な手仕事商品を多くの
人に紹介したい！という思いでキャンペーンに参加して
います。お客さまにもセカンドハンド商品は人気です。

創作料理ブルワン一同
（エスニック創作料理／カンボジア商品設置）

以前から人の役に立ちたいと思っていた時にキャシー
さんからの紹介で参加しようと思いました。店には全く
負担なく続けていけるし、何より商品が売れた時の喜
びは本当に最高な気分ですね！

ミラノのおかず屋さん　武田　信道
（本格派イタリアン／カンボジア商品設置）

若い頃から、余裕が出来たら何か世界に貢献できるこ
とをやりたいと思っていました。いざ歳を取っても日々
の生活に追われ、余裕などありませんが、今回の企画に
微力ながらも参加でき、うれしく思います。

フォスターペアレント募集！フォスターペアレント募集！

ホームランド孤児院

 ストリートチルドレン
や売られている子ども
達を保護し、親元に戻
れるようにまたは自立
していけるように支援
しているホームランド
孤児院の子どものフォ
スターペアレントを募
集しています。開始時
期は10月、4月となりま
すが、今回、11/15までにお申込の方は10月
からのスタートで参加できます。詳しくは事
務局まで。

　画家・跡部裕子さん（東京在住）がキャンペー
ンに協力し、高松で作品展を開催することにな
り、会場となった高松三越にもチャリティーとい
うことで多大なるご協力をいただきました。
　和紙に描いた絵や手描きされた洋服が、お客
様の目を引いていました。テレビ報道を見て来
場し、励ましの言葉をくださる方もあり、とても
勇気づけられるイベントでした。
　今回、収益金より16万円のご寄付をいただき
ました。跡部さんはじめ、高松三越、ご協力くだ
さいました皆様に心より感謝申し上げます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　新田さん（前理事長）と古くからの友人で、以
前から活動は知っていましたが、今回15周年の
企画で初めて
直接参加しま
した。チャリ
ティーを通して
心温まる出会
い、不思議とエ
ネルギーが湧
く体験をしま
した。多くの
方々にご支援
頂き、感謝して
おります。
 跡部　裕子

高松三越で跡部さんの
作品展開催！
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学生達の質問に答える2人
ヴァニーさん（左）、シバナさん（右）

第4回国際協力ステージ
チャリティうで自慢大会
～かがやけカンボジアの子ども達～

「ありがとうが伝えたくて」、シバナさん＆ヴァニーさんが来日！

初めての出会いから15年。
みんなの支援が、こんなに大きな笑顔となって花開きました！

　去る9月、ラチャナハンディクラフト代表のシバナさんと、職業訓練センター指導者のヴァ
ニーさんが来日しました。今から15年前、シバナさんと当時の代表だった新田さんとの出会い
から始まった、女性たちへの自立支援。今では多くの女性たちが技術を身につけ、新しい人生を
歩み始めています。セカンドハンドの支援によって、彼女たちの人生がどう変わったか、現地のこ
と、そして彼女たちの想いなども含め、シバナさんとヴァニーさんに伺いました。

シバナさん
学校に通うことがままならなかった貧しい少女時代。
だからこそ自分が勉強して、村の貧しい人たちを助けたいと思いました。
　私が子供のころ、村は貧しく、子供は全員学校に行けるという日本のような恵まれた環境ではありません
でした。幸いなことに、育ての親の元で学校に通わせてもらうことができた私は、自分が勉強を頑張って、
村の貧しい人たちを助けたいと思いました。お医者さんになりたいと考えていましたが、貧しかったのでそ
れは叶わず、次は教師になりたいという夢を持つように。小学校は卒業しましたが、中学に進学するにはお
金がかかります。育ての両親には頼みにくく、自分でなんとかしようと学校委員会の方に相談したとろ、状
況を理解して下さり、無料で学校に通わせてもらえることになりました。毎日自転車で15キロの距離を通
いました。

家族の死、強制労働…、苦しかったポルポト時代。
乗り越えた先に待っていた、セカンドハンドとの出会い。
　強制労働をさせられていたポル・ポト時代は、カップ一杯（250g）程のご飯を、10人で分けたり、飢えを
しのぐため、地面を掘ってイモの枝を食べたこともありました。夜の3時（時計が無かったので定かではな
い）に畑に連れて行かれて暗くなるまで働かされていました。空腹のため木の実を取って食べただけで、拷
問を受けたり、殺されたりもしました。夫の兄の子は、兵士にココナッツの木にたたきつけられて殺されま
した。弟は兵士に連れて行かれ、未だにどこにいるのか分かりません。
　ポルポト時代が終わった後の私たちを助けてくれたのが、他国やNGOでした。私自身もICMCという国
際NGOで技術訓練を受け、マネージャーとなりました。1996年にそのプロジェクトが終わった時、生徒達
からもっと技術を身につけたいという声があがりました。それがラチャナ設立のきっかけです。ラチャナの
立ち上げの時、足踏みミシンを送ってくれたのがセカンドハンドでした。

自分たちが作った商品がお店で売られているのを見た時、涙がでるほど、うれしかった！
　今回来日して、自分たちが作った製品がカフェやお店などで売られているのを見て、本当にうれしかった
です。以前は、自分たちの作ったものが日本で販売されるなんて、夢にも思っていませんでした。涙が出る
ほどうれしかったです。

ヴァニーさん
一人で子供を育てるためにも、技術を身につけたかった。
セカンドハンドの職業訓練センターの話を聞いて、すぐ応募しました。
　職業訓練センターで働く前までは、市場で野菜を売って生活していましたが、わずかな収入の上、日に
よって不安定。暴力をふるう夫と離婚し、生後間もない子連れで実家に戻ったことが、どれだけ家族の負
担になっているか分かっていました。そんな時、セカンドハンドとラチャナが職業訓練センターを立ち上げ
るという話が。離婚する時に、「おまえが離婚したら、自分の家族に負担をかけ、貧しくなる一方。おまえに
は何もできない」と前夫に脅されました。技術がないから、収入が安定しない。だから、技術を身に付ける
ことで収入が安定すると信じ、プロジェクトに応募しました。１年間バタンバンで訓練を受けた後、地元の
お寺の敷地内にセンターが建っているのを見て、驚きました。建物だけでなく、中には足踏みミシンなども
あり、本当に嬉しかったです。

皆さんの支援には、心から感謝しています。
セカンドハンドに助けてもらったように、今度は私が他の人を助ける番だと思っています。
　貧しいことはどんなに辛いことなのか、私自身が身を持って知っています。だからこそ、指導者である今、
昔の自分と同じような環境にある貧しい人たちを助けたいと思っています。職業訓練センターでは、５期の
訓練が終わりました。多くの女性たちが、収入を得られるようになり、子どもを学校に通わせることができ
るようになりました。生活が良くなり感謝しています。皆さんには、心から感謝しています。これからもよろ
しくお願いします。

メッセージ
　まさか自分が先生になれるとは思っていませんでした。セカンドハンドの皆さんのお陰で技術を身につけ
ることができ、何かを学ぶ機会を得ることができました。そして今は自分が助かっただけでなく、自分の周
りの貧しい人を助けることができています。そのような力を与えて下さって本当にありがとうございます。

セカンドハンドとラチャナ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………　

今日、明日のことを考えるのが精一杯で、夢を持つことができなかったという女性たち。うつむき加減だった彼女たちが、生き生きとした表情に変わっ
ていく姿に驚きました。仕事を得て自立するということは、経済的に潤うだけでなく、どれだけ自信につながるのか、他の人を助けられるということは
如何に誇りにつながるのかということを実感しました。彼女たちの奮闘はこれからも続きます。どうぞ、皆さん、応援よろしくお願いします！

今日、明日のことを考えるのが精一杯で、夢を持つことができなかったという女性たち。うつむき加減だった彼女たちが、生き生きとした表情に変わっ
ていく姿に驚きました。仕事を得て自立するということは、経済的に潤うだけでなく、どれだけ自信につながるのか、他の人を助けられるということは
如何に誇りにつながるのかということを実感しました。彼女たちの奮闘はこれからも続きます。どうぞ、皆さん、応援よろしくお願いします！

■1996年　バタンバン州
　シバナさん
　女性自立支援団体　
　ラチャナ・ハンディクラフト設立

・足踏みミシンの輸送
・バイク、PC、足踏みミシン輸送
・デザインアドバイス
　色は、形は、縫い目は…
・商品購入

■2000年　スヴァイリエン州
　建設支援した学校の児童宅訪問

■2001年　スヴァイリエン州
　村でのニーズ調査

■2002年～　スヴァイリエン州 ■2005年～　スヴァイリエン州
　指導者達が村の女性達に技術指導開始

バタンバン州
ラチャナで1年間
指導者育成
（村から指導者選抜）

何か出来ることは
ないか…

ラチャナの様な事業は
どうだろう？

貧しくて娘は
学校に行けない。
村の女性達は
人身売買の
被害に…
プノンペンに
働きに行かせる
のは怖い。

（シバナさん）
バタンバンからすごく遠いけど

調査に一緒に
行ってみましょう。

こんな
プロジェクトが
あったら…

親と1年間も
離れるのは不安

技術を
身につけたい

やりましょう

村の
女性達のために
やりたい！

&ラチャナ

センター建設

足踏み
ミシン輸送 ・3年間運営費支援

・その後は運営アドバイス、
　プロジェクト支援
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〈敬称略〉〈敬称略〉

7/13～9/30までの2ヶ月半の間にご寄付などで協力くださった方々です。その他様々な形でご協力くださった皆さまもありがとうございます。
【店舗・倉庫】丸亀ＴＭＯ推進協議会（丸亀店）、西川（福岡店）、喜多（福岡店）、㈱セシールロジスティクス（春日町）、冨井（まんのう町）、長嶋（田村町）、
【出店協力】オイスカ四国研修センター、源平の里むれ、香川なでしこ、三木町ふるさと物産まつり【ニュースレター発送作業】後藤家、高倉恒三、三
木中学校、スリーピース、その他たくさんの皆様【寄付】香川／伊藤朋子、入江治子、大山牧場、大西節子、後藤武俊、斉藤和子、高橋利治、チシティ、
天勝（丸亀）、鳥かい歯科医院、葡萄塾、プルデンシャル生命保険㈱高松支社、ブルワン、林田物流㈱、馬渕和哉、マロニエ、三谷範至、矢野秀明、山下
真利子、山田美智子、夢菓房たから、吉田敏子、渡部佳代、愛知／ＹＯＵ倶楽部、大阪／團野迪樹、渡口行雄、岡山／落合高等学校ボランティアサー
クルＡＣＴ、神奈川／近藤康子、田中正利、鶴田定維子、秀玲子、弓削田裕子、高知／佐竹敏子、久島茂子、埼玉／高倉恒三、東京／小岸弘和、武居充、
長野／北山直子、兵庫／東淳平・和子、福岡／後藤康千、平野尊代、吉広道子、吉田治代、北海道／滝川国際交流協会、【その他】香川マツダ、コスモ
商事㈱、佐川急便㈱、Sumus cafe'、デヴァン高松、天勝（丸亀）、六ろく、ミラノのおかず屋さん【ニュースレター作成】㈱アイコー印刷

広 島 店

　2006年にオープンし、10月で3年を過
ぎました。オープンしていくだけでも大変で
すが、皆さんの支えにより、何とかやってこ
れたことに感謝の気持ちでいっぱいです。
運営を支えるのは人の力。お店番などをお
手伝いくださるボランティアを募集してい
ます！ 　参加したスタッフのみなさま、ご協力いただいたみなさまあ

りがとうございました！！ 

福 岡 店

北海道支部

　誰もが国際協力に気軽に参加できる窓口として
の役割を果たすチャリティーショップ。専門性が特
になくても、誰もが参加できる反面、誰もが運営に
関われるようなシステムを作っていく必要がありま
す。15年間蓄積してきたものはありますが、誰もが
わかりやすいシステム作りは難しい面も多く、現在
本部運営委員会を中心に、システム改善に取り組ん
でいます。次号では、そんな取組みを詳しくご報告
したいと考えています。

きっかけは
「しあわせのおすそわけ
プロジェクト」
広がる支援の輪

きっかけは
「しあわせのおすそわけ
プロジェクト」
広がる支援の輪

きっかけは
「しあわせのおすそわけ
プロジェクト」
広がる支援の輪

　キャンペーン協力者であるアートギャラリー
NAYA-NANYAのオーナー（書人）池田秋濤さん、
グラフィックデザイナー藤本誠さんの企画・ご協
力で、サックスフォーン四重奏団Quatuor Bの
チャリティーコンサートが開催されました。
　ひとりの思いから広がる支援の輪・・・そんなこと
を実感させられるコンサートでした。ご協力くださ
いました皆様
に心よりお礼
申し上げます。

NAYA-NANYAでの
コンサート
60名を超える来場者で
会場はぎゅうぎゅう

もっと魅力的な
　　国際協力の場に・・

もっと魅力的な
　　国際協力の場に・・
もっと魅力的な
　　国際協力の場に・・

ボランティアスタッフが不足して
います！

　「アジア太平洋フェスティバル福岡
2009」が20周年を記念し、9/8～20の3
日間、マリンメッセにて開催されました。カ
ンボジア地雷撤去キャンペーンの方にご紹
介いただき、カンボジアのフェアトレード商
品を出品しました。若者が多く、小さなブタ
やうさぎ等のマスコットやコイン入れは売
り切れる程の盛況ぶりでした。福岡店始
まって以来の売上げでしたが、おばあちゃ
んスタッフ2人で11時～20時までのお店番
は大変でした。

丸 亀 店

　新しいボランティアスタッフの方も加わり、少しでもお店を
開けられるように頑張っております。学生や若い人にもどん
どんお店に立ち寄っていただければ嬉しいです。一緒にお店
を手伝ってくれるボランティアも募集しています。

　8/14～16「ライジングサン
ロックフェスティバル2009」、
9/12「しみさぽカフェ」、9/12
「中島公園フリーマーケット」参
加と様々なイベントに参加しま
した。イベントを通して、多くの
人たちにも知ってもらえる機
会となりました。

ライジングサンロックフェスティバル
2009会場にて

～Ｔｈａｎｋｓ！～
8/31　札幌で開催されたカンボジア寺子屋運動（ユネス
コ世界寺子屋運動）報告会会場受付にて、札幌ユネスコ協
会様がカンボジア商品を販売してくださいました。ご協力、
ありがとうございました。

～かがやけ
    カンボジアの子どもたち～
～かがやけ
    カンボジアの子どもたち～
～かがやけ
    カンボジアの子どもたち～

第4回
国際協力
ステージ

学生部の奮闘、大きな成果に・・・学生部の奮闘、大きな成果に・・・学生部の奮闘、大きな成果に・・・

　8月23日、サンポートホール高松で出演者が歌や踊り、手品など自分の得技
を披露して「センソック地域の奨学金支援」に協力する催しが行われました。
　初出演の「愛・Love・こと」の神余先生は「若者がとても立派なことをしてい
る。貴重な経験になると思うから頑張って！」、会場全体を盛り上げた「阿波お
どり同好会さぬきDeござる」の福田先生は「毎年協力しているが、新しい出演
者の方がいて新鮮味があった。これからも活動頑張って！」とコメントを頂き
ました。
　収益は、街頭募金も含め約24万円！当イベントは出演者があってはじめて
成り立つもの。ご協力に心から感謝申し上げます。皆さんの応援が、学生達の
エネルギー源です。また、大きなイベントの運営を立派にやり遂げた学生部の
皆さん、素晴らしいです！
　目標金額（奨学金支援額）73万円まであと40万円！これからも応援よろし
くお願いします。

香川大学生による金管八重奏

会場外では募金、チャオ宣伝隊（ちんどん屋）での
呼びかけも！

何度も重ねたミーティング、出演者集めや広報に奔走する慌ただしい毎日で、
しんどいと何度も思いましたが、他のメンバーの頑張る姿やカンボジアの子ど
も達の姿が何よりの励みになりました。出演者をはじめとする全ての方々、本
当にありがとうございます。（北山）

準備はとても大変で、一人でやっていたならくじけていたかもしれませんが、一
緒にやる仲間や関わってくれる人たちがいたからこそ、実現できたと思います。
（宮脇）

30分番組「ボランティア21」で
紹介されました！

30分番組「ボランティア21」で
紹介されました！
30分番組「ボランティア21」で
紹介されました！

　テレビ大阪さんの取材を受け、9月下旬にBS
ジャパンをはじめ様々な局で放送され、反響があ
がっています。

DVDの貸し出し出来ます！
ご希望の方は、送付用の90円切手を本部事務
局にお送りください。

イ ベ ン ト を 開 催 し て

カンボジア支援につながるフェアトレード商品

カンボジア商品
ベア（中）

2,000円
ミディアムサイズができました！
カンボジアの女性が一つ一つ
丁寧に作った商品。心温まる、ク
リスマスのプレゼントにいかが
ですか。
商品番号：4717
サイズ：高さ16ｃｍ
素材：シルク

これまでのセカンドハンドスタディーツアー秘
蔵写真の中から選びました。はがきの表には
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

洋菓子店とのコラボで完成しました！
（左）カンボジアコーヒークッキー　
　　アジアコーヒー特有の甘い香りのコー　
　　ヒーです。
（右）胡椒とチーズのツイストパイ　
　　カンボジア特産の胡椒入り。ピリッとし　
　　た辛さのある大人向けクッキーです。

●オリジナルクッキー（80g）550円

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。

●募金箱　無料

サイズ
縦19.5×横14.5×幅7.5cm

●チャリティーCD好評発売中！
れおん「少しだけ」

（全6曲）

〈郵送での商品をご希望の場合〉

「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、
メールまたはFAXでお申込みください。お申し込みを確認次第、お支払い
方法などのご連絡をさせていただきます。

※合計１万円以上お買い上げの場合、送料無料

別途送料が必要：カンボジア商品500円、CD90円、はがき90円、募金箱160円

E-mail :  j imukyoku2hand@yahoo.co.jp
FAX    : 050-1046－9928

カンボジアの子供たちに幸せな気分をおすそわけしたいと思い、おこずかいを募金します。（福岡市/伊藤様）
カンボジアでは多くの子ども達が学校に行けないと聞き、何の疑問もなく学校に通っている私達は勉強できる機会を大切にすべきだと思った。
（ボランティア体験感想/古高松中学校）
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■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
   営業時間：月 11:00～15:00　
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松
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店
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岡
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片
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百十四
銀行

市営Ｐ

こ
と
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ん
瓦
町
駅

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
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町
商
店
街
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庫
町

セ
カ
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店
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通
町
商
店
街

JR丸亀駅

さんがわ
三番街三協

■セカンドハンド広島店
   〒730-0051　
   広島市中区大手町5-5-7　
   TEL：082-247-3955
   営業時間：11:00～17:00
　定休日：
　土曜日・第1・3日曜日

●

●

●

●●

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
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セ
カ
ン
ド
ハ
ン
ド

福
岡
店

タカノ橋商店街
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　　広島店

ち
か
ら

　
バ
タ
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れ
あ
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広
場

至 紙屋町

至 宇品

公
設
市
場 婦人教育

会館

鷹
野
橋
電
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■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　11:00 ～13:00
   木　11:00 ～16:00
 ボランティアスタッフ不足のため営業時間が不定です

■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

■セカンドハンド本部〈3F〉
■高松店〈1F〉
   〒760-0055
   高松市観光通1-1-18
   TEL：050-1046-9928
   営業時間：
　10:00～19:00

■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　Te l:090-2695-9390
　　　　Fax:011-785-2311
   (E-mail) satomie@seagreen.ocn.ne.jp

☆このニュースレターは3ヵ月に一度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4800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ください。

ボランティアスタッフ募集
不足しています

　週１回～月に2回など関わり方は様々。経験は必
要ありません。手伝ってください！
　お店番、運搬（荷物運び、車の運転）、倉庫（提供
品の仕分け）、事務（簡単な入力など）、ホームペー
ジ更新など。

提供品の受付
食器、日用品など季節のないものは常時OK
秋物　10月～12月　冬物　12月～１月
・送り先
　〒761－0101　高松市春日町1586－1
　セシール春日物流センター内　セカンドハンド
　※平日の月～金曜日着指定でお願いします。

申込方法：

一般

①一年一括 ②定額自動送金
　（毎月）

団体・企業

一口  10,000円

一口  20,000円

一口  2,000円

一口  3,000円

①下記の郵便振替口座（同封の用紙利用可）
　に「SOS」と書いてお振込みください。
②本部までお問合せください。

＊毎年、４月更新となります

Second hand
Official Supporter
（SOS会員）募集

活動を資金面でサポートしてください！
セカンドハンド主催イベント優待、報告書
の無料送付などの特典もあります。
①か②どちらか選べます

郵便振替口座  01620-6-60029  セカンドハンド

ニュースレター
発送作業

次回は12／19㈯・20㈰
参加可能な方は本部まで

長形4号の封筒
を募集中！

　ニュースレター発送に使
用するの封筒を集めていま
す。
　会社の社名などが入って
いても結構です。

10月28日㈬・29日㈭

10月30日㈮・31日㈯

11月1日㈰

11月1日㈰～3日㈫

11月3日㈫

11月4日㈬

11月21日㈯～23日㈪

11月25日㈬

11月27日㈮

11月19日㈭～12月1日㈫

11月29日㈰

12月1日㈫

1月3日㈰

布フェア　開催

大学祭出店（フェアトレードカフェ）

国際フェスタに出店

秋の総合展示会に出店

第4回いきいきふれあい祭りに出店

講演（新田）

チャリティーバザー開催

講演（新田）

講演

JICA青年研修受入（フィリピン、地域保健医療）

みんなで蒔いた幸せの種　チャリティーコンサート開催

勝賀中学校受入

雲辺寺　福餅投げ会場でバザー開催

丸亀町商店街　壱番街ドーム広場

香川大学

中央公園

三宅産業㈱／観音寺市

玉藻公園

津山東高校／岡山県

イオン高松ショッピングセンター

牟礼（教員対象）

勝賀中学校

アルファあなぶきホール　小ホール

四国霊場第60番 雲辺寺

1月までのイベント予定表
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