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プレイ・コンプー地区の医療施設が完成！プレイ・コンプー地区の医療施設が完成！プレイ・コンプー地区の医療施設が完成！プレイ・コンプー地区の医療施設が完成！プレイ・コンプー地区の医療施設が完成！
　6月10日に着工したヘルスセンター（診療所）
が、10月頭に建設完了となりました！10月末に引
き渡し、資器材が整ったあと、11月から稼働しま

す。全10室のう
ち、病室が4部
屋、診察室、分
娩室、婦人科診
察室、薬局、待
合室、職員控室
と充実していま
す。この施設が

　昨年からJICAのアドバイザー派遣制度を利用し、専門家の方に

アドバイスをいただきながらパンフレットのリニューアルを進めて

きました。旧パンフレットの在庫が無くなってから早1年以上。皆

さんから「新しいパンフレットはないの？」と聞かれるたびに申し

訳ない気持ちになっていました。

　そして、パンフレット制作に関わる皆様にご協力いただきながら

何度も変更・修正を加え、ついに完成となりました！ページ数が多

く充実したパンフレットとなっています。店頭に置いているほか、

角型5号の返信用封筒（宛先を書き、140円切手を貼る）を送って

頂ければお届けします。ぜひ手に取って内容をご確認ください！

セカンドハンドの支援としては
7棟目の医療施設となります！

新・パンフレットの表紙

セカンドハンドのパンフレット
リニューアルしました！

今号の特集（4,5ページ）では、パンフレットリニューアルを祝してセカンドハンドの
チラシとなる縮小版を載せています！コピーして配ってください♪

完成したことで、これまで約8km離れたヘルスセ
ンターを利用していた近隣約15,000人の住民の
病気や怪我、出産に対応できるようになりました！
　この建設費約450万円のうち、300万円が大
阪パイロットクラブからのご寄付です。パイロット
クラブは米国に本部を置き、国際奉仕団体として、
よりよい社会と世界平和のために活動する組織で
す。大阪パイロットクラブ40周年記念事業として
ご寄付くださいました。セカンドハンドの店頭、ご
寄付でご協力いただきました皆様にも、感謝申し
上げます。ありがとうございました。

2013年10月21日
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E-mail:jimukyoku2hand@yahoo.co.jp http://2nd-hand.main.jp/

公益社団法人 セカンドハンド　本部事務局 087-861-9928

あなたの手を、 世界の誰かに。

「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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　前号の特集で紹介したカンボジアのスヴァイリエン
州での医療支援プロジェクトについて、JICA（独立行
政法人国際協力機構）の草の根技術協力事業に応募し
たところ、採択決定となりました。このプロジェクト
はJICAと業務委託契約を結び助成を得て、今年度から
セカンドハンドが高松市と協働で3年間行います。高
松市の専門家の派遣、カンボジアからの救急隊員の受

スヴァイリエン州での新規医療支援プロジェクト
JICAの案件として採択決定！

け入れ、現地でのワークショップ等を中心に、スヴァ
イリエン州の医療体制の構築、救急医療分野に関する
人材育成、地域住民への知識の普及を行います。これ
から高松市の地域政策課　市民協働推進室、消防局と
の打ち合わせを進め、来年
の1月頃から事業をスタート
する予定です。

医 療 支 援

詳しい事業の
内容は次号で
解説予定！

　8月16日～27日、学生6名がカンボジアに行ってきました！支援先で様々なことを感じ、考え、おいしい
食事を満喫し、歴史を学び、ディスカッションし、商品開発で苦労した充実の12日間でした。そんな彼らの
報告書、全文をセカンドハンドのウェブサイトに掲載しています。ぜひ、チェックしてください！

　高校1年生の頃からセカンドハンドに関わり始
め、大学1年からセカンドハンドの学生部「セカン
ドハンド・ユース」の代表を務め、青春時代のほと
んどをセカンドハンドで過ごしたと言っても過言
ではないほどセカンドハンドを愛して止まない私
に2度目のカンボジア行きの話が舞い降りてきて、
即答した。1度目は、3年前の大学1年生のときで
ユース代表就任すぐ。自分たちの支援先を見て、人
とふれ合うことを目的としていたが、今回は「カン
ボジアが発展するために必要とされていることは何
か」を知りたい、という大それた目的を抱いてのぞ
んだ。というのも、事前研修で、貧困とは潜在能力
を実現する権利を剥奪された状況のこと、つまり、
『今、どのような状態でいられるか。今、どのよう
なことができるか。その選択の幅が多いほど豊か
で、それが狭いほど貧しい』という定義を学び、で
は途上国が発展するために必要なこととは何か、と
いう疑問を抱いたからである。「不幸せな富裕層、
幸せな貧困層」という言葉があるように、選択肢が
増えれば増えるほど自分が不幸せだと勘違いしてし
まう。では、どうすればカンボジア特有の人の温か

さや伝統・文化をそのままに発展できるのか。3年
前に初めてカンボジアを訪れた際に大好きになった
カンボジアだからこそそのままの姿であってほしい
という思いが強かった。
　今回感じ、学んだことは、大きく分けて二つあ
る。まず一つ目は、全体的に3年前よりも発展して
いたことである。所狭しと立ち並ぶ建物や、バイ
クや車で騒々しい街並みは変わりなかったが、道端
のいたるところにいた物乞いや物売りの数が減っ

●太田詩織さん（香川大学）の報告書の一部を紹介します。

ホームステイ先の家族と
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　2012年9月にオープンし、1周年を迎えたコミュ
ニティーショップ。元気で明るいスタッフの皆さんに
店舗マネージャーも加わり、徐々に地域に溶け込んで
きています。月1回の茶話会では講師の方にご協力い
ただきイベントを行ったり、夏には子どもたちとモノ
づくりをしたりと、地域の方々が集まれる「場」作り
にも励んできました。

コミュニティーショップ「セカンドハンド仙台」
物件募集中！

　そんなスタッフの頑張りと地域の皆様の温かい支
えがあり、活動を続けてきましたが、現在のお店の条
件で続けるには経費的に難しいため、場所と形態を変
えて継続すべく、仙台周辺で新しい物件を探していま
す！物件の情報あれば、ぜひご連絡ください！

東日本被災地支援

ていたこと、私たちセカンドハンド・ユースが奨学
金支援を行っているセンソックにも水道や電気が
通っていたことを目の当たりにしてそのように感じ
た。世界遺産として有名なアンコール・ワットを訪
れた際にも、いたるところに警備員が立ち物売りが
規制されている様子や、建物の周りや遺跡に生える
ガジュマルの木の周りをロープで囲んで観光客が触
れられないようにしている様子を見て、少し寂しく
感じた。しかし、援助により物乞いや物売りが減り
発展しているのであれば、私たちや他団体の支援の
成果の現れでもあるのかと嬉しくも感じた。これか
ら先、教育を受けてきちんとした仕事に就き家族を
養うことの大切さが全てのカンボジア人に浸透して
いってほしい。
　2つ目に学んだことは、カンボジア人が支援され
ることに慣れてきているという話を聞き、支援し過
ぎることも現地の人たちにとっては良くないこと
だということ。カンボジア人たち自身の手で自国
を良くしようと動きだすために、私たちはそのため
のサポートをするという支援の仕方が良いのではな
いかと思った。日本やアメリカのような先進国のよ
うになりたいと言ってまねするのではなく、カンボ
ジアらしい発展を遂げてほしい。そのために私たち
ができる最小限の支援とは何なのか、今後どのよう
なことが必要かを見極めていきたいと思った。そん
ななか、今回、商品開発に取り組んだり、カンボジ
アに工場を置く日本企業を訪問する機会があった。
これまで“支援”という一方向からの関係性でし
か見ていなかったが、日本とカンボジアのビジネス

として対等な関
係性を垣間見る
ことができた。
日本のような先
進国が求める安
価な人材や技術
力と、カンボジ
アのような途上
国が求める仕事
や賃金が見事に
マッチすること
で良い循環が生
まれていること
を感じた。今後
さらに、先進諸国にただ安価な賃金で多くの人材を
獲得できると考えるのではなく、手先が器用で技術
力の高い人材を獲得できると考えて進出してほしい
と思った。そうすることで、雇用問題や貧困問題も
解決し、カンボジアの発展につながっていくのでは
ないかというように新たな視点で考えることができ
た。
　初めてカンボジアに訪れてからわずか3年しか
たっていないにもかかわらず、こんなにも大きく発
展を遂げた姿を見てまたさらに3年後に訪れた時の
発展が楽しみだと感じた。また機会があればカンボ
ジアに行きたいと思うが、それよりももっと多くの
人にカンボジアを訪れてもらい好きになってほしい
とも思う。

ホームランド孤児院で子どもたちと
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　1994年、創設者が内戦の痕跡が残るカンボジアを訪れま
した。生まれた場所が違うだけで、教育や医療を受けられな
い人たちと出会いました。「運命」という一言で片づけていい
のか…と憤りに近い疑問を感じたのが起源です。英国で知っ
たチャリティーショップの合理的で素晴らしいシステムを、日
本に広めることももう一つの目的です。

支援活動 ～主にカンボジアを支援しています～

●教育支援
本を送るこ
とから始まっ
た活動が、
学校建設、
奨 学 金 支
援などに広
がっていま
す。

学校はこれまで18校舎建設支援しています

●自立支援
女性達が職を
得て、家計を
支え自立する
ための職業訓
練の 機 会 提
供やフェアト
レードを実施
しています。

●ボランティアする
　セカンドハンドのお店番、運搬、倉庫作業、事務作業等

●品物の提供
　新品または新品に近いものをご提供ください。

●寄付する
　個人での寄付の他、フリーマーケット出店や個展開催、文化
祭でのイベントの収益金等、様々な寄付の形があります。

　　郵便振替口座 01610-0-100776
　　公益社団法人 セカンドハンド

●SOS会員（Second hand Official Supporter）になる
　月々1,000円でセカンドハンドのファンになって活動を応援してください。

●フォスターペアレント・スカラーペアレントになる
　孤児院の子どもたちの里親制度や貧困地域に住む中学・高校生の奨学金支援制度です。

●使用済み切手、書き損じハガキ、未使用テレホンカード、商品券を集める

　国際協力活動を通じ、自分たちの身の回りの地域社会のみならず、
世界が抱える問題に関心を持ち、問題解決のために行動できる人材の
育成を行っています。
●セカンドハンド・ユース
　2003年に発足したセカンドハンド学生部。中学生～大学生が主体と
なり、イベントや募金活動、勉強会を開催し、カンボジアの生徒たち
への奨学金支援などを行っています。
●学校との連携
　年間200名以上のボランティア体験の受け入れなどを行っています。
●講師派遣
　様々な依頼に応じて全国に講師を派遣しています。

1994年の設立当初から、フェアトレード商品を販売しています

●孤児院支援
路上で暮らす
子どもたちが
再び親と暮ら
す、自立できる
ようにフォス
ターペアレン
ト制度で支援
しています。

2002年、フォスターペアレント制度を開始

●医療支援
医療施設建設
（7棟）、救急医
療充実のため
の救急搬送シ
ステムの構築
などを行って
います。

2003年、建設支援し完成した2棟のうちの一つ、
アンロンコーンヘルスルーム

誰でもボランティア♪

●被災地支援
阪神・淡路大
震災、東日本
被 災 地 支 援
などでは支援
物資の送付、
復興支援に関
わっています。

1995年、緊急援助物資やポリタンクを送った

企業も国際協力 ～特徴を生かして協力～

組織図～セカンドハンドを支える人々～

一緒に国際協力 ～あなたにできること～

人材育成～未来への種まき～

連  絡  先

　あなたのお店で募金箱やカンボジア商品販売コーナーを
設置したり、会社のできること（塗装会社が塗料の提供や塗
装、運送会社が運送）で協力したり、社内でチャリティーイベ
ントを実施したり、提供品や切手・書き損じハガキを集めた
り。バザー会場として社内のスペースを提供する等、様々な
方法で企業も活動に参加しています。

チャリティーショップ～国際協力の窓口～

　セカンドハンドの主な資金源はチャリティーショップです。全国から無償提供さ
れた品物を、無料または格安で借りた店舗で、ボランティアスタッフが中心となり
販売し、収益金を困っている人々の支援に充てるお店です。品物提供、お買い物、
店番などのボランティア参加、全てが支援につながります。
チャリティーショップ：高松店・片原町店・丸亀店（2013年現在）

詳しくはセカンドハンドのウェブサイトまたは本部事務局まで！

募金活動でファンドレイジング！

チャリティーショップ（片原町店） 店内には様々な品物が並びます

2013年現在総会
（正会員20名）

理事会
（理事4名＋監事2名）

ボランティアスタッフ

運営委員会
（運営委員8名）

事務局
（事務局スタッフ2名）

店舗
（店舗マネージャー2名）

チャリティーショップ　 とネットワーク団体
～活動は全国に広がっています～

　設立当初からセカンドハンドの
理念に共感する皆さんと共に活動
は全国に広がっています。ネット
ワーク団体は、各地の拠点として
チャリティーバザーや講演会など
を行っています。

公益社団法人 セカンドハンド 本部事務局
〒760-0055香川県高松市観光通1-1-18
Tel&Fax：087－861-9928
Email：jimukyoku2hand@yahoo.co.jp
Website：http//2nd-hand.main.jp/

※セカンドハンドは2010年に内閣府に認定された公益法人で、寄付金控除（所得控除、税額控除）の対象団体です

セカンドハンド北海道
（2001年～）

コミュニティーショップ・
セカンドハンド仙台
（2012年～）

セカンドハンド関東
（2013年～）

セカンドハンド川口
（1999年～2009年）

片原町店（2004年～）

岡山店（1996年～2000年）

1号店（現高松店）（1994年～）

丸亀店（1997年～）

広島店（2006年～2011年）

セカンドハンド京都
（2003年～2004年）

セカンドハンド大阪
（1997年～）

セカンドハンド岡山
（2000年～2002年）

セカンドハンド福岡
（1999年～）

SHOP

SHOP

SHOP

SHOP

SHOP
SHOP

SHOP

あなたの手を、世界の誰かに。
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〈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1038）
色：暖色・寒色etc
サイズ：縦・約20cm×横・約33cm×幅・約13cm

『トートバッグ（中）ミニ財布付き』
ミニ財布付きなのがポイント。ファスナー付
き内ポケットあり。
パーティーやイベントに持って行くと華やか
さアップ！！

￥4,500

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～？」 

～お店番NEWスタッフ編～
「どんな人達がボランティアしているの～？」 

～お店番NEWスタッフ編～

7/1～9/30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／井上貴美子、入江治子、岡野一郎、北山淳子、小竹由美子、高田久、高
松東高校マンガ研究部、田中満子、鳥かい歯科医院、新田外科整形外科医院、沼田章、のぞみ総合法律事務所、久松恵津子、ふたばの
こころ、松原志乃、馬淵キノエ、みくに園有志、三谷健二、宮井康文、宮本宏子、森谷芳子、横田千春、吉田正強、愛知／森野栄子、YOU
倶楽部、米倉逸克、愛媛／青野千恵子、西原かをり、大阪／浦田幸子、風間徹也、神奈川／中村孝夫、長山喜代子、高知／吉本房子、東
京／（株）アイティエスエス、塚田泰代、徳島／遠藤寛、富山／荻浦いく弥、福岡／西田由美子、湯浅法子、北海道／白川ふみ、三重／
酒井恵津子、山口／高瀬稔彦、【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、林田物流（株）、【セカンド
ハンド通信作成】（株）アイコー印刷、【パーティー協力】天勝本店、ぴかでり屋

   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、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、八田晃伸、HondaCars香川屋島店、
ミュージックハウス三条、和カフェぐぅ

　2013年の7月に大学を卒業し、現在就職活動中とのことで
す。セカンドハンド学生部の支援があり、家族の支えがあり、
また、Piseyさんの頑張りがあったからこそ、今のPiseyさん
があるのだと思います。Piseyさん、大学卒業おめでとう！そ
して、皆さん、ありがとう！

　Piseyさんのように勉強がしたいのに
学校に通えない生徒を、高校卒業まで支
援するスカラーペアレント募集中！詳し
くは事務局までお問い合わせください。

　セカンドハンドの学生部が支援をして、2008年に高校を卒業した元奨学生のPiseyさん。高校卒業後に結
婚し、ご主人に支えられながら、2009年から大学に通い経済を学んでいたそうです。また、大学3年生の時に
は娘さんを出産し、子育てをしながら無事に大学を卒業できたと、嬉しい報告のお便りをいただきました！

　「高校を卒業した時、まさか自分が卒業できるなんて思って

もいなかったのでとても幸せでした。幼い頃、父を亡くし、母と

弟と住んでいました。母は目の病気でほとんど見えない状態のた

め、家計が非常に苦しい状況でした。このままでは高校に通い続

けるのは無理だ、諦めようと思っていたところ、セカンドハンド

に出会い、引き続き高校に通うことができるようになりました。

支援をしていただいたおかげで、無事に高校を卒業し、大学にも

合格できました。大学在学中に娘を妊娠、そして出産をしたことは、大変ではなかったと言えば

嘘になりますが、決して大学に通う事を諦めるつもりはありませんでした。セカンドハンドの学

生部の支援のおかげで高校を卒業し、大学に進学、そして卒業までできたこと、本当に私はラッ

キーだと思います。あなたたちが私にしてくれたことは、この先ずっと忘れません。今もセン

ソック地区に住む中学・高校生に奨学金支援を引き続きしていただいていると伺い、とても嬉し

いです！本当にありがとうございます。」

Piseyさん、ご主人と娘さんと♪

●販売協力イベント情報
日　時

毎月第二日曜日10時～14時
11月3日（日）10時～16時

内　容
しらひげプチマルシェ　　　　　
京都国際交流会館　オープンデイ

場　所
しらひげショッピングセンター中庭（墨田区）
京都国際交流会館（京都市）　　　　　　　　
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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8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～？」 

～お店番NEWスタッフ編お店番NEW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～？」 

～お店番NEWスタッフ編お店番NEWスタッフ編～
「どんな人達がボランティアしているの～？」 

～お店番NEWスタッフ編～
今回は、お店番ボランティアをはじめて1～2年のお二人のご紹介をします！

　自営業のため外で働いたことがなかったので、ずっとお店の仕事
をしてみたいと思っていました。孫に「家でじっとおるとぼけるけん、
行きまい」と背中を押されて始めました。ボランティアし始めてから
外に出かける楽しい目的ができ、とても張り合いがあります。天気の
良い日には自宅から自転車で40分以上かけて来るので、それだけで
も運動になってありがたい（笑）気負わず、気軽に来られるところだ
から、いろんな方が来てくれたら嬉しいです。

　休みの日に時間を持て余すより何かしたかったし、引っ越してき
たので知り合いが少ないけど、ここでスタッフやお客様など色々な
人と話ができるのがいいです。自分の仕事は外に出ていく仕事だけ
ど、ここはお客様を迎えるお店という場がある仕事で、それも面白
い。休みの関係で月に2～3回不定期の参加ですが、名前を覚えてく
れているし、色 と々誘ってくれるのも嬉しい。強制でないから変に気
を遣わず手伝えるのがいいです。お店番以外のいろいろな作業や
イベントにも参加していきたいと思っています。

池田公子さん
（お孫さんに誘われ、総会に参加したのがきっか
け。どの作業も楽しんでしてくださる姿が印象的。
いつもお店のオープン30分前には来て、きれいに
掃除をしてからお店を開けてくださいます）

為政伸彦さん
（仕事の関係で広島から高松に移り、ボラン
ティアセンターで紹介され参加する。様々な
経験を将来に活かしたいと意欲的。爽やかな
笑顔でお店を明るい雰囲気にしています！）

　8月にユースのメンバーでカンボジアに行き、支援し
ている奨学生に会ってきました。貧しいながらも勉強
や、地域の子供たちへのボ
ランティアを頑張る彼らを
見て、私たちの支援の大切
さを改めて感じました。これ
からも募金やイベント参加
など、活動に力を入れて、彼
らを支援していきたいと思
います。ご協力よろしくお願
いいたします。

セカンドハンド・ユース

　11月3日（日）草ヶ江
幼稚園フリーマーケット
にむけて、商品の提供
をお願いします。例年、
園の入り口付近に出店
していましたが、今年は
1つ奥で広い場所に移り、たくさんの商品を出す予定で
す。お近くの方はぜひお立ち寄りください。

セカンドハンド福岡

丸亀店

　丸亀店でのセカンドハンド通信発送作業をきっかけ
に、お店番ボランティアを続けてくださっている小さな
お孫さんをお持ちの方々が、子ども服売り場の拡充に
活躍中です。サイズ表や可愛いイラストで買い物しやす
く、温かい雰囲気の売り場にしてくれました。
　丸亀店には、今このようにフレッシュな風が吹き込ん
でいます。色々な視点や感性は宝物です！まずは一度、
気軽に参加できるセカンドハンド通信発送作業にお越
しいただき、色々なお話をしてみませんか？次回は12
月21日・22日の予定です。

セカンドハンド関東
　8、9月もすみだ青空市「ヤッチャバ」に参加しました！
毎月1度カンボジアの手工芸品を販売しており、顔なじ
みのお客様もできてきました。お近くの方、是非、お立
ち寄りください。

高校生カレッジ
日程：12月8日（日）
場所：アイパル香川
内容：カンボジア視察渡航報告、フェアトレードのコーヒー、
　　　紅茶、チョコなどスイーツの販売

セカンドハンド創設者（新田恭子）との食事会
日　時：10月31日（木）19時頃～
場　所：新宿近辺（未定）
参加費：3,000円
＊詳細については、お問い合わせください
  e-mail: 2hand.kanntou@gmail.com（早舩）

すみだ青空市
　　「ヤッチャバ」
日程：11月16日（土）
場所：東武鉄道  曳舟駅ちかく
（イトーヨーカドー横、
　イーストコア広場）

草ヶ江幼稚園
　フリーマーケット
日程：11月3日（日）
場所：草ヶ江幼稚園

セカンドハンド北海道

　8月31日（日）、JICAの「世界ふれあいひろば
2013」に参加しました。会場は家族連れでにぎわい、
研修員との交流や異文化体験を楽しんでいました。カ
ンボジアからの研修員もセカンドハンドのブースに立
ち寄ってくれました。年内に国際協力やフェアトレード
のイベントに出店したいと思います。今後とも応援を
よろしくお願いします。

ユースメンバー全員で感じた
カンボジアの旅！

セカンドハンド関東、セカンドハンド福岡、セカン
ドハンド北海道は、それぞれのFacebookのペ
ージにて活動報告をしています。ぜひ一度、ご覧
ください！
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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

■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/

■セカンドハンド関東
   早舩
　（Email）2hand.kanntou@gmail.com
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駐輪場
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ライオン通り

フェリー通り

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〉
■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：月～土 10時～17時
　※現店舗では、12月15日までの営業予定

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。

提供品の受付
秋物：10月下旬まで
冬物：11月上旬～（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

日　程 内　容 場　所

11月12日（火）

12月7日（土）

12月1日（日）～

12月21日（土）・22日（日）

ぴかでり屋

高松市総合福祉会館

セカンドハンド仙台（仙台市）

セカンドハンド本部・丸亀店

チャリティーパーティー

ボランティアはじめの第一歩講座

ありがとうセール

セカンドハンド通信75号発送作業

Second hand Official Supporter:SOS会員募集
　SOS会員はセカンドハンドのファンクラブのようなもの。ファンと
して活動を支えてください！お申し込みは同封の振替用紙のご利用
もしくは定額自動引き落としもご利用いただけます。お名前、ご住所
を事務局までお知らせいただければ、所定の申込用紙を郵送いたしま
す。（セカンドハンドのウェブサイトからもダウンロードできます）

◆皆様への手数料等のご負担はありません。
◆会費は寄付金控除の対象となります。
◆特典：報告書などの無料送付
　　　　カンボジア商品の割引購入
　　　　主催コンサート時の優待席確保
　　　　カンボジア視察渡航に実費のみで参加可能 ほか

個人

法人

学生

月々

一口　1,000円

一口　2,000円

1年一括

一口　12,000円

一口　24,000円

　　　　3,000円 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。

セカンドハンド事務局職員、
パートスタッフ、インターンシップ募集
セカンドハンド本部事務局では、国内外の支援業務、チャリ
ティーショップに係る業務、法人事務など多くの業務があり
ます。このたび、これら事務局業務を行う職員、インターン
シップを募集します。詳しくはホームページをご覧ください。

探しています！
・コピー機、輪転印刷機

募集中！
・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。


