


　香川大学、JICA四国とセカ
ンドハンドの共催により毎年香
川大学で計15回の講義として
開講される「国際協力論」も今
年で8年目となります。今年は
前期の開講で、4月15日～7月
22日まで毎週月曜日の5限目
に開講しました。セカンドハン
ドはコーディネート団体として
の役割を担い、国連、NGO、

香川大学×JICA四国×セカンドハンド
「国際協力論」開講しました！

「アイパル高校生カレッジ2013」開催中！

企業から講師を招き実施してい
ます。普段なかなか聞けない現
場の話は、学生にとって貴重で
あり刺激にもなることから毎年
200名以上が受講する人気講義
となっています。世界に目を向
け、視野を拡げるだけでなく、
キャリア形成上に必要なことを
学べる機会を今後も提供してい
きたいと考えています。

国内の人材育成

　香川県国際交流協会が主催する
（共催：セカンドハンド、JICA）、
高校生を対象とした国際理解プログ
ラムがはじまりました。県内の高校
生が集まり、世界の現状や異文化に
ついての理解を深めながら、地域の
ことや自分自身の将来のことなどを
仲間とともに考える講座です。１
回目はユニセフ東京事務所副代表の
山口さんを講師に迎え、国連の仕事
やユニセフの活動についてお話をし
ていただきました。将来、国連で働
くことや貧困地域の人たちのために
働くことを目指す高校生も参加して
おり、やりがいや大変だったこと等

について質問していました。また、
「人との出会い、つながりが大切と
いう話が印象に残った」「何になり
たいかではなく、何をするかをしっ
かり考えたい」といった感想を述べ
ていました。
　今回の講座には、県内17の高校か
ら50名以上の申込みがありました。
新たに参加者を募集する秋冬シリー
ズは11月から開催予定です。県内各
地から集まる仲間と一緒にたくさん
の出会いと発見を楽しみませんか。

［連絡先］（公財）香川県国際交流協会
　　　　  TEL　087-837-5908

全学共通科目のため、全6学部からの学生が受講

山口さんの話に聞き入る高校生たち

19周年目のセカンドハンド総会開催
　6月2日、2013年総会を開催し、2012年度の活動報告、
決算、また今年度の活動計画や予算について説明しました。
19年目に入ったセカンドハンドは、長年勤務をしていた事務
局スタッフが退職し、新人3名でその後任を担うという厳しい
1年でした。そんな中、支援者・ボランティアの皆様の温かい
ご支援・ご協力の下、既存の事業に加え、新規の支援事業に
も取り組むことができました。また来年迎える20周年のプレ
イベントとして約100名もの来場者に恵まれたチャリティー
パーティーを開催することができ、セカンドハンドが皆様に
支えられて活動ができていることをより一層実感する1年とな
りました。これからも皆様の思いや力を活かすことのできる
場として努めてまいりますので、引き続きご支援・ご協力の
ほどよろしくお願いします。

ボランティア体験メニューの一環で、セカンドハンド・ユースと高校生が8月4日（日）に
「国際協力カフェ」をセカンドハンド片原町店で出店するよ！（詳しくはP7にて）

総会にはボランティアや支援者が集まり、
その後、懇親会も開催した
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　今年度の新規事業として、カンボジアで子どもの権
利を守るための活動をしているC-Rights（特定非営
利活動法人国際子ども権利センター）のプロジェクト
を支援します。
　本事業の対象地域である※タナオコミューンは、セ
カンドハンドが職業訓練センター建設を支援したス
ヴァイリエン州。ベトナムの国境沿いに位置し国内で
も最も貧しい地域の一つとされています。地域住民は
安定した収入を得るため、常習的にベトナムへの違法
な出稼ぎを繰り返しており、その中でも特にタナオコ
ミューンが最大の送り出し地域として知られていま
す。毎年ベトナムから送還される約1,000人のうち、

コミュニティーショップ「仙台店」
香川でスタッフ研修
新規事業！

子どもの人身取引及び児童労働防止プロジェクト
7割が子ども。学校で教育を受ける権利を有する子ど
もたちが、物乞いや路上での販売をしています。この
ような状況を変えるために、①子どもたちの保護者で
ある地域住民の生計を安定させること、②子どもの権
利と教育への理解を深める啓発活動を行います。
　近年カンボジアの就学率は報告書類上9割近くになっ
ていますが、学校に行きたくても行けない子どもたち
はまだまだいます。子どもの権利を守る為の地道な活
動にぜひご支援ください。

※コミューンは集合村を指し、村の次に大きい行政区です。
　タナオコミューンは11の村が集まっています

教 育 支 援

　5月末よりコミュニティーショップ「セカンドハンド仙台」で店舗マネージャーとして働いている砂子礼（すな
ご　あや）さんをご紹介します。服飾関係や保育士としての経験、YWCAでボランティア（キャンプの企画や引
率）経験を活かし、仙台店での新たな企画と店舗運営を担っていきます。セカンドハンド本部（高松）での研修を
終え、拠点を大阪から仙台に移して「セカンドハンド仙台」で奮闘中です！

　はじめまして。知り合いから「セカンド
ハンド」を教えて頂きましたが、自分が普
段からしているボランティア団体も国際協
力団体だったこともあり、すぐに興味を持
ちました。そして高松での研修を終え、ま
すますセカンドハンドの“とりこ”になり
ました（笑）大阪から仙台に移り住み、何
もかもが初めての事でしたが、たくさんの
方に支えて頂きながら少しずつ生活にも慣
れてきました。

コミュニティーショップ「仙台店」
香川でスタッフ研修
「セカンドハンド仙台」
店舗マネージャーのご紹介！

東日本被災地支援

新・店舗マネージャー
砂子さん

子どもの権利を学ぶための教材を配布 物乞いについてロールプレイをしながら学ぶ子どもたち
(c)C-Rights (c)C-Rights

　今後は「セカンドハンド仙台」をたく
さんの方に知って頂き、コミュニティー
ショップとして老若男女、様々な方が集
いやすいお店、また本来のチャリティー
ショップとしても地域に根付いたお店を目
指し、スタッフとボランティアで力を合わ
せて頑張っていきたいと思っています。今
後もセカンドハンド仙台店を応援してくだ
さい。よろしくお願いします。
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スヴァイリエン

　州の中心となる病院であり、全身麻酔
での手術、超音波検査、X線撮影等が行
われています。訪問当日も全身麻酔での
鎖骨骨折手術が終わったところを見学し
ました。また、昨日手術した腹膜炎の患
者さんもいました。ここはこれまで訪問
したカンボジアの病院よりも、職員のみ
んながきびきび動き、しっかりとした診
断を行おうとしているのが目につきまし
た。さらなるレベルアップのためにはモ
ニター（血圧、脈拍、酸素飽和度等を監

【渡部豪】
　徳島県で医療行政職として6年

間務めた後、臨床に転じる。徳島

県立中央病院で臨床研修。さくら

診療所（国際協力団体TICOの拠

点）で勤務のときにカンボジアの

事業マネージャーとなり、以来セ

カンドハンドと連携してカンボジ

アでの研修事業などを実施してい

る。現在はホウエツ病院（美馬市

脇町）勤務。内科医。

渡部医師（右）チプー病院長と新田（左）

スヴァイリエン病院

チプー病院

視できる装置）が必要かと思われます。現
在も日本から送られた2台がありますが、
集中治療を行う患者さんが多くいるため、
まだ安定していない患者さんから外して
別の患者さんにつけないといけないことが
度々あるようです。集中治療室を新築して
12人の重症患者さん・救急患者さんを診
ることができるように準備を進めています
が、中の医療機材は酸素ボンベくらいしか
なく、充実が望まれます。

モニターや集中治療室に必要な機材は高額だけど、まだ使える状態の良いものを提供してくれる病
院などが日本で見つかれば、送ることができるかも

スヴァイリエン病院に新設された
集中治療室

　「救急車の病院」という印象を受けま
した。訪問中、応対していた院長に何回
も電話がかかってきますが、その大半が
救急車要請と手配のためでした。ここは
工場団地に近く、体調を崩した労働者の
救急搬送要請が1日約5件はあるとのこ
とです。夜間休日も救急車の要請を受け
ており、基本的には院長の携帯に電話が
あるそうで、院長は忙しさで少し疲れた
様子でした。救急要請は多いが、病院と
しては高次の救急サービスを提供できる

体制にはないようで、脱水や低血糖に対す
る点滴、怪我の応急手当が中心で、重症の
可能性があるとスヴァイリエン病院やプノ
ンペン市内に搬送するそうです。病院職員
の救急医療に対する知識・経験・技術とも
十分でないため、救急初期対応のトレーニ
ングが必要と院長は考えています。また、
救急車は2台ありますが1台は古く故障が
ちで、救急搬送件数や遠方への転送が多い
ことを考えればもう1台は早急に配備する
必要がありそうでした。

工場で重症者が出た場合、他の病院に転送していると１時間かかるんだって。この病院で治療
できたらいいだろうし、せめて適切な初期対応ができるように技術的支援も必要だね。

酸素ボンベだけしかない救急車

　スヴァイリエン州は首都プノンペンから
車で約3時間南東にある、ベトナムとの国
境地域です。農業をするには土地が痩せて
おり、特別な産業がないため出稼ぎにでる
人が多い、カンボジアの中でも貧しい地域
です。この州で、セカンドハンドは学校や
職業訓練所、医療施設建設などを行ってい
ます。
　ここ数年、スヴァイリエンで大きな変
化がありました。それは、日本を含む他国
からの工場進出です。数百～千人規模の工
場が複数でき、雇用の創出に伴い人口も増

え、急激に発展しようとしています。医療
施設を利用する人も増え、工場から体調を
崩した人の救急搬送が増える中、施設や技
術の強化が追いついていません。
　昨年、応急処置法のワークショップを実
施した際、現在の保健局長が「もっとやっ
てほしいし、救急医療分野の強化へも協力
してほしい」と話されていました。そこ
で、どのようなニーズがあり、私たちにで
きることが何かを探るため、医療支援で連
携しているTICOの渡部医師とセカンドハ
ンド設立者の新田が調査に行きました。

　ここには「現代の赤ひげ」と呼ばれそ
うなソッタ医師（院長）がいました。
旧日本軍人で現地にとどまった人のお
孫さんだそうで、容貌も日本人そのも
のです。首都の国立病院等で外科医とし
て修行し、その後スヴァイリエン病院
で2001年まで様々な手術を手がけつ
つ、後輩にも指導してきました。ロミエ
ハイ病院は交通の便が悪い農村部にある
ため、なかなか赴任する医師がいないと
聞き、自ら手を挙げてきたそうです。手
術室を整え、全身麻酔の手術もできるよ
うにし、甲状腺手術、頸部嚢胞、卵巣嚢
腫、子宮外妊娠等の手術をしていました
が、近年1人の医師は田舎暮らしが合わ
ず転勤、1人は脳卒中で倒れ、手術がで
きなくなったそうです。ソッタ氏は院長
職だけでなく、保健医療区の管理者とし
て11の診療所も所管しています。多忙

ロミエハイ病院

スヴァイリエン保健局

な中でも情熱は衰えず、病院が遠くて来
れない住民のために出張診療を行っていま
す。出張して住民の病気を見つけていくと
言われてました。訪問当日も出張診療に使
う薬の準備のために数人のスタッフが残っ
て作業をしていました。カンボジアの公的
病院の医療スタッフは午後になるとほとん
ど仕事をしないところが多いですが、ここ
は午後5時を過ぎても熱心に準備していま
した。
　病室では腹痛を訴える女性の入院患者さ
んが点滴していました。「以前は超音波
診断装置があったので腹痛の原因を調べら
れた。今は故障しているので、時間をか
けて診断するしかなく、患者にも負担がか
かる」と本当に悲しそうな顔で話されまし
た。病室を出る時「見せてくれてありがと
う」と患者さんにお礼を言っている様子が
印象的でした。

　この州特有の課題として、集団災害
に対する訓練と搬送手段等の確保が挙
げられるという認識で一致しました。
工場労働者の多くはトラックで周囲の
村から通勤しています。トラックが横
転して複数の傷病者の搬送に苦慮した
ことが何回かあるそうです。さらに爆
発、化学災害発生時の対応も求められ
ます。保健局長は昨年、スペインで多
数の傷病者が出た際の対応について研
修を受けてきたそうです。

　カンボジアでは日本のように救急車
が消防署に配備され、救急隊が養成・訓
練されているわけでなく、病院に救急車
があり、出動する人も訓練を受けていま
せん。日本では必ず配備されるスクープ
ストレッチャー（真ん中が割れるように
なっていて患者をすくうように運ぶこと
ができる）やバッグボード（患者を板に
固定して頸椎や受傷部位がぐらぐら動か
ないようにする）等もありません。この
州の救急医療における最重要課題の１つ
と考えます。

すごい人って、いっぱいいるね。巡回診療をするようになって、重症化して救急搬送される患者さんが
減ったんだって。医療機材（超音波診断装置）の支援で「赤ひげ・ソッタ先生」のお手伝いができた
らいいね。

工場での応急処置法や、
こまめに水分をとるなど
の健康管理法を伝える
のは有効だね。

薬に服用の注意書きを貼っていると
説明するソッタ先生（右）

出張診療の為の薬を用意する
スタッフたち

工場で厚着をする労働者

　工場内は温度も湿度も高いのに、労働者
は日焼けしたくないと厚着したがるそう。
通勤はトラックの荷台に鮨詰状態で、朝食
を食べていない人も多いようです。労働衛
生の観点からワークショップ等の介入をす
ると効果的だろうと思われました。

救急車は病院が管理していて病院
職員が搬送しているんだって。日本で
は救急車が無料だけど、これも世界

的には珍しいそう。日本っ
て恵まれてるんだ・・・

　対応すべき課題は山積み状態です。しかしながら、州全体、病院、工場等
それぞれに必要なことが明確で、今、私たちにできることは何なのか、具体
的に考えることができます。現在、事業化への調整をしています。プロジェ
クトの成功に向け、ぜひ皆様のご寄付やご協力をお願いいたします！

医療関係の方へ
　モニター、超音波診断装置など、
　使える機材を募集しています！

Dr.Wa
tanabe

's

カンボ
ジア

　  レポ
ート

工　場

Dr.Wa
tanabe

's

カンボ
ジア

　  レポ
ート
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昨年まで小豆島に住んでいましたが夫の退職で引越しました。ニュースレターが届き、買い物などに行けなくなりましたが、寄付の形で参加
できうれしいです。（兵庫県　匿名希望）
→お店から離れていても活動へご協力いただく方がいらっしゃることが本当に心強いです。高松に来られる際はぜひまたお店にもお越しください。

〈敬称略〉〈敬称略〉〈敬称略〉

各地でひろがるセカンドハンドの輪各地でひろがるセカンドハンドの輪

カンボジア支援につながる
フェアトレード商品

（商品番号コットン1093・シルク1094）
色：暖色・寒色etc
サイズ：直径約9cm×高さ約22cm

ワインバッグ
　ワインを入れてプレゼント♪ペットボ
トルやマイ水筒も入れる事が出来、お洒
落に魅せます。

コットン
シルク

￥1,800
￥2,200

E-mail：artisan0303@gmail.com
FAX　：087-861-9928（セカンドハンド本部）

■この商品はメールかお電話、ＦＡＸにてご注文いただけます。

※郵送をご希望の場合は、別途500円が必要となります。但し、合計1万円
以上お買い上げの場合は送料無料です。

［代金振込先（郵便振替口座）］
口座番号：01650-3-45129　　加入者名：（有）ARTISAN
　郵便局の窓口にある払込取扱票をご利用ください。

「どんな人達がボランティアしているの～？」 

～イベントスタッフ編～
「どんな人達がボランティアしているの～？」 

～イベントスタッフ編～

チャリティーカルチャー教室連続開講！
　講師が無償で教室を開催し、参加費を寄付に充てる
チャリティーカルチャー教室を5月～6月にかけ3回実施
しました！「笑いヨガ」（講師：森岡美智さん）、「ダンス教
室」（講師：Ben Jacques-Parrさん）、「ドッグトレーニ
ング教室」（講師：Irma Cedenoさん）、講師の皆さんは
セカンドハンドのFacebookやメールニュースでの講師募
集の呼びかけに応じてくださった方々です。「特技を活か
してチャリティーになるなら！」と、とても積極的に協力し
てくださいました。そんな素敵な講師の皆さんのおかげ

で、どの教室の参加者からも共通して「楽しく学べてチャ
リティーになるのが良い」、「またぜひこういった企画をし
て欲しい」との感想を頂きました。セカンドハンドの名前
は知っていたけど初めて参加したという方も多く、気軽に
国際協力に参加できる機会を喜んでくださっていました。
地域の皆様と共に作りあげるこのチャリティー企画に「我
こそは！」と思われる方、ぜひセカンドハンド事務局までご
連絡ください！

♪チャリティーイベント♪
　7月7日、名古屋東急ホテルで恒例のYOU倶楽部チャリティーイベントが開催されました。毎年、世界的に活躍する画家
や造形作家の作品が出品されるオークションなど、趣向を凝らしたパーティーに参加するだけでもチャリティーになる素敵
な企画です。今年もその売上から一部をセカンドハンドにご寄付いただいたほか、カンボジアのフェアトレード商品も販売
させていただきました。

4/1～6/30までの3ヵ月間にご寄付などで協力くださった方々です。ここには掲載しきれない、その他に様々な形でご協力くださった
皆様もありがとうございます。【店舗・倉庫】株式会社マルナカ（丸亀店）、西川（福岡店）、（株）セシール（春日町）【セカンドハンド通
信発送】後藤家、高倉恒三、その他たくさんの方 【々寄付】香川／入江治子、岡田洋子、岡野一郎、兼光弘幸、木村大三郎、清國祐二、
久保智枝、清水勉、大同ガス産業（株）、田中満子、鳥かい歯科医院、沼田章、袋田芳子、増田成宣、松原志乃、三谷範至、宮井康文、山
下理香、山田美智子、横田千春、吉田正強、愛媛／青野千恵子、西原かをり、大分／村上和代、大阪／風間徹也、山本博美、岡山／福島
康子、藤井直行、西川光夫、沖縄／沖縄ツーリスト（株）、高知／吉本房子、埼玉／阿部カヨコ、東京／（株）アイティエスエス、塚田泰
代、綿引淳、徳島／佐光素良、富山／荻浦いく弥、広島／谷森裕子、福岡／後藤キクエ、四宮嵩世、森一郎、北海道／白川ふみ、大光菊
江、三輪加奈、三重／酒井恵津子、山口／松尾悦子、YUCCA、【その他】香川マツダ、コスモ商事（株）、佐川急便（株）、（株）損保ジャ
パン高松支店、林田物流（株）、【セカンドハンド通信作成】（株）アイコー印刷

［商品の販売協力をしてくださっている方 （々敬称略）］
菅谷菜穂、瀧口幸恵、天勝（丸亀）、徳島文理大学国際教育支
援サークルPapuPapu、永井敬子、HondaCars香川屋島店、
和カフェぐぅ

笑顔で溢れた笑いヨガ 軽やかなステップでダンス教室 かわいいワンちゃん達が大活躍だった
ドッグトレーニング
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〈敬称略〉

各地でひろがるセカンドハンドの輪各地でひろがるセカンドハンドの輪各地でひろがるセカンドハンドの輪各地でひろがるセカンドハンドの輪各地でひろがるセカンドハンドの輪

第7弾!
! 「どんな人達がボランティアしているの～？」 「どんな人達がボランティアしているの～？」 

～イベントスタッフ編イベントスタッフ編～
「どんな人達がボランティアしているの～？」 「どんな人達がボランティアしているの～？」 

～イベントスタッフ編イベントスタッフ編～
「どんな人達がボランティアしているの～？」 

～イベントスタッフ編～
　活動を最前線で支えるボランティアスタッフ。セカンドハンドでは小学生から
80歳を超える方がそれぞれできることで活動しています。様々な場所で活躍する
スタッフのインタビューを紹介します。

　震災が起こった時に自分にも何かできないかと考え
ていた時にセカンドハンドに出会いました。それからい
つもイベントやボランティアに誘ってくれるから、自分で
も何か世の中の役に立っているのかなぁと感じられ、そ
れが嬉しいんです。休みの日の限られた時間しか参加
できていませんが、セカンドハンドは仕事や家庭とはま
た別の、自分の居場所のように感じています。これから
もできる範囲で続けていきたいと思っています。

　セカンドハンドの魅力は事務局スタッフ！大学時代に
イベントで見たコーディネート力、行動力、やる気に圧
倒されたのが最初の印象。ボランティアの方から出る
意見を上手くまとめて進行する姿に憧れ、目標にした
いと思いました。社会人となった今でも仕事帰りに足
を運んでしまうのは、いつでも自分を受け止めてくれる
スタッフが居るからだと思います。皆さんもぜひ癒され
に来てください！

谷幸二さん
（東日本被災地支援での参加がきっかけ。
いつもニコニコ癒しのスマイルを持った
お子さん思いのお父さん。忙しい中でも
イベント時には駆けつけてくれます）

小笠寛幸さん
（大学時代に所属していたボランティア
団体でまとめ役をしていた根っからのボ
ランティア好き！現在は日赤職員として
夢に向かって日々奮闘中！）

　「高校生カレッジ」（P2参照）体験プログラムで
応募の高校生と共に8月4日、「国際協力カフェ」を
1日限定オープンします。カンボジアコーヒー、フェ
アトレードコーヒーや紅茶の販売の他、国際協力に
関する豆知識を知ってもらう企画など、おいしい飲
み物を楽しみながら国際協力について学べるカフェ
を目指し、ユースメンバーと高校生とで協力して企
画中です！ぜひ、コーヒーを飲みに来てください。

セカンドハンド・ユース

　毎週月曜日にオープンしていますが、7月9日～
9月1日まで夏休みとなります！

セカンドハンド福岡

丸亀店

　6月19日、授業の一環で四国学院大学の6名が
ボランティア体験をし、子ども服売り場を拡大し
ました。そこで、親子で楽しめる「夏休み親子カル
チャー教室」を企画しましたので、ぜひセカンドハ
ンド丸亀店で楽しい夏休みの思い出を作りつつ、
充実した子ども服売り場をご覧ください。

セカンドハンド関東
　関東方面でセカンドハンドに関わってきたメン
バーが集まり、何かできることからはじめようと関東
支部を立ち上げました。さっそく、元セカンドハンド・
ユース代表の瀧口さんを中心
に、月1回カンボジアのクラフ
ト品を販売する予定です。関
東方面で関心のある方、ぜひ
一緒に活動しましょう！

夏休み親子カルチャー教室
日　時：8月6日（火）
　午前の部 10:00～11:30
　　「親子de紅茶チャレンジ！」二層のアップルティー作りに挑戦！
　午後の部13:00～15:00
　　「親子de工作チャレンジ！」モーターを作ってあそぼ！
対　象：幼児～小学校低学年
参加費（それぞれの部）：ひとり500円
申込み締め切り：8月2日（金）

国際協力カフェ
8月4日（日）10:00～15:00　セカンドハンド片原町店2階

すみだ青空市「ヤッチャバ」
日程：8月3日（土）
場所：東武鉄道　曳舟駅（スカイツリーの近くです）
無農薬とれたて野菜やお花など、農家の方の出品もありますよ！

近くの方ぜひお越しください！

セカンドハンド北海道

　6月30日に札幌の初夏の風物詩「フェアトレード
フェスタ2013inさっぽろ」に出店しました。今年
から開催場所が変更となったため、客足が減る事が
心配されましたが、晴天にも恵まれ、新入荷の商品
（ストールなど）は即完
売するほどの盛況となり
ました！この日のために
遠方から駆けつけてくれ
たスタッフや協力を惜し
まない家族に感謝です。
これからも応援よろしく
お願いします。

「フェアトレードフェスタ
2013inさっぽろ」にて
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■セカンドハンド福岡
   〒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
　夏休み：7月9日～9月1日

■セカンドハンド大阪
   徳　　090-6241-3768
   (E-mail) tokuyo@d1.dion.ne.jp

■セカンドハンド北海道
   福田　TEL&FAX:014-473-8254
　（Email） akihiro.f77@gmail.com
　ブログ：http://2handhokkaido.jugem.jp/

■セカンドハンド仙台
　〒984-0816
　仙台市若林区河原町
　1丁目4-6庄司コーポ1F-A
　TEL：022-721-1195
　営業時間：10時～17時
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丸亀町商店街
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   〒760-0040
   高松市片原町9-1
   TEL：087-822-3552
   営業時間：
　月～金   10時～18時
　土・日・祝日 10時～17時
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■セカンドハンド本部〈3F〉
■本部・高松店〈1F〉
   〒760-0055
   高松市観光通1-1-18
   TEL：087-861-9928
   営業時間：
　月～金　10時～16時
　　土　　11時～15時
　日・祝日は定休日

☆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。

丸
亀
店

   〒763-0063
   丸亀市新浜町1-803-2
　マルナカパワーシティ丸亀店内
   TEL：0877-25-2876
   営業時間：
   全日 9時30分～19時

トイザラス 丸亀港 至 高松

市役所

マルナカ
平山店

丸亀駅

さぬき浜街道

セカンドハンド
丸亀店

203

21 スーパー
　ワコーバス停

河原町

●

●

●

●

●ツインタワー

地下鉄河原町
（南口） 吉野家

七十七銀行
河原町支店

セカンドハンド
仙台

セカンドハンドイベント＆ボランティア情報

月々 の会計報告書はセカンドハンド店頭に掲示しています。

● ボランティア募集 ●
お店番、仕分け作業、事務、イベント運営、チャリティーショップや
セカンドハンドの運営を支えてください。

セカンドハンド丸亀店
パートスタッフ募集

店舗の運営、商品の値段付け、ディスプレイ等のできる人材
を募集しています。詳しくはホームページをご覧ください。募集中！

・お中元で余ったビールやビール券
セカンドハンド主催のチャリティーイベントで使用させて
いただきます。

・事務所で使える文具類
 （クラフトテープ、セロハンテープ、マジック、色画用紙等）
会社などで余っている文具類などありましたら事務所にて
使用させていただきます。

提供品の受付
　夏物：9月下旬まで
　秋物：10月～（予定）
　※季節を問わない物に関しては常時受付可
　【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
　　　　　（※平日必着。持込は受け付け不可）
　【持込先】セカンドハンド高松店

探しています！
・コピー機、輪転印刷機、
　自動紙折り機（三つ折りが可能なもの）
・子機付きFAX
・子機付き電話機

ボランティアスタッフ募集中！
お店番、倉庫作業、運搬、どこも人手が不足しています。それ
ぞれのペースで参加できます。活動に参加してみませんか？

カルチャー教室講師募集中！
セカンドハンドではチャリティーカルチャー教室の講師をし
てくださる方を募集しています。あなたの特技を活かしてチャ
リティーに繋げてみませんか？一緒に企画をしてくださる方、
お待ちしています！！

日　程 内　容 場　所

7月26日（金） セカンドハンド本部屋上チャリティービアパーティー

8月4日（日） セカンドハンド片原町店国際協力カフェ

8月16日（金）～28日（水） 学生部のカンボジア視察渡航

8月6日（火） セカンドハンド丸亀店夏休み親子カルチャー教室

10月19日（土）・20日（日） セカンドハンド本部・丸亀店セカンドハンド通信74号発送作業


