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スヴァイリエン州での医療支援プロジェクト
「救急医療における人材育成を通した国際協力（カンボジア）」

スタートします！
　前号でお伝えしたJICA草の根技術協力事業
の開始に向け、準備を進めています。この事業は
JICA、カンボジア政府、そして、高松市（地域政策
課、市民協働推進室、消防局）と連携してセカンド
ハンドが事業調整を行うものです。
　セカンドハンドはこれまで、カンボジアにおい
て、公立診療所やお産病棟の建設といったハード
の支援、そして救急隊育成、救急・保健医療に関す
るワークショップや研修の実施といったソフトの
支援などを行ってきました。今回の新しいプロジェ
クトの実施場所であるスヴァイリエン州において
も、学校建設支援、職業訓練支援、お産病棟の建設
（セカンドハンド通信NO.63参照）を行ってきま
した。このように協力関係にあったスヴァイリエン
州保健局と協議する中、「救急医療の強化のため
に協力してほしい」、「工場でも応急処置のワーク

セカンドハンドが支援して建てたスヴァイアンのお産病棟（左）

プロジェクト終了時には、カンボジアの医療従事者の人たちによって、スヴァイリエン州に
おける救急医療分野が強化されることが目標です！

ショップをしてほしい」という要望があり、新規プ
ロジェクトのために2度にわたり現地調査を行い、
企画・立案、そしてプロジェクトを実施することに
なりました。

⎨⎬⎨⎬⎨⎬⎨⎬⎨⎬⎨⎬⎨⎬⎨⎬⎨⎬⎨⎬⎨⎬⎨⎬⎨⎬⎨⎬
　このプロジェクトは、3年間のプロジェクトとして実施予定で、主として「日本からカンボジアへの専
門家派遣」と「日本国内でのカンボジア人専門家の研修」の2本柱で実施します。以下の図が関係者と
その役割、活動内容です。

［プロジェクトの関係者図］
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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。



　被災地の方々が働き、お買い物を楽しみ、集える場として、2012年9月15日にオープンしたコミュニティー
ショップ。2013年12月14日をもって閉店いたしました。
　被災され仮設住宅に暮らす方、震災以降様々な事情で仕事に就けなかった方などをパートスタッフとして迎え、
手探りで運営を続けてきました。このコミュニティーショップが、ほんの束の間でも、地域の皆様が笑顔でいられ
る場所であったのなら嬉しいです。

コミュニティーショップ「セカンドハンド仙台」、閉店！
～ありがとうございました～

東日本被災地支援

【初！】チャリティーショップの全国フォーラム
　12月はじめ、日本でチャリティーショップを運
営する団体が集まるイベントがありました。横浜
にWE21（神奈川）など8団体からチャリティー
ショップに関わる100名を超える人が初めて一同
に会し、お互いの課題やお店を運営するための工
夫を共有し、交流する意義深い2日間を過ごしまし
た。イギリスでは7,000店舗以上あるチャリティー
ショップ。65年の歴史がありますが、日本では20
年の経験をもつセカンドハンドが老舗…。日本に
チャリティーショップが定着することはセカンドハ

ンド設立のときからの夢です。
　これから2年間、中部リサイクル運動市民の会
（愛知）が事務局を担い、チャリティーショップを
運営する団体のネットワークを形成する予定です。
日本では、まだまだチャリティーショップを運営し
ていく上で必要な制度や改革が必要な制度がたくさ
んあります。活動の資金をつくる、ということ以外
にも社会にとって多くの利点があるチャリティー
ショップがもっと拡がるよう、セカンドハンドもで
きる限り尽力したいと思います。

　このお店に来る
のが一番の楽しみ。
気にいった物を見つ
けた時の喜びはひ
としお。安く買えて
助かったし、入りや
すい雰囲気で親切
だった。また茶話会
の開催も素晴らしい
ことだと思います。
（柏村さん）

　にぎわいは人々の活気
を出す。そういう場所を
オープンし、地域のコミュ
ニティーを明るくしてくれ
た。会話も飛び交い、店員
さんが明るく笑顔でとて
もよかった。
（商店街「靴のたかよ」
　　　　　高橋さん）

　セカンドハンドが被災地から撤退することは、被災地や地域
住民にとって、本当に残念なことです。
　仙台にはお店はたくさんありますが、セカンドハンドのように、
自他同然の思いで人々の幸せの為に活動している団体はなかな
かありません。東北被災地に必要なのは、「大丈夫」と言ってくれ
る人。セカンドハンドのような明るい、灯台のような存在が今で
も必要なのでしょう。しかし、被災者自身が今まだ、ここにある幸
せに感謝して、一歩一歩復興するしかありません。
　私たち被災地も、クオーターハンドでも良いので、誰かの幸
せの小さなお手伝い出来るように頑張りたいと思います。これ
からも、セカンドハンドのみなさま、よろしくお願いします。セカ
ンドハンドの皆さんに感謝して・・・ありがとう。
（黒須さん）

　不慣れな仕事でしたが、河原
町のお客さんが馴染んで下さ
り、商店街の方々も親切に受け
入れてくれました。おぼつかな
いながらも仕事させていただ
いて有難うございました。皆さ
んにお会い出来た事に感謝し
て。皆さんの健康とご発展をお
祈りしております。
（パートスタッフ菊地さん）

　こんなに安くお買いも
の出来る場所はそうそう
ない。ここでは食器や雑
貨など、いろんな物が揃っ
ていて、1回のお買いもの
で済むのも嬉しいし見て
いるだけでも楽しい。
（匿名さん）

　時代・世代・年代を問わず
状況に対応、対処する支援と
奉仕の必要性を強く学びまし
た。支援と奉仕とは色々、そし
て様々あります。力のある人・
ない人、お金のある人・ない人
でも、その意思さえあれば、
何人でも人に支援や奉仕をす
ることが出来ると…明るい世
の中になる様に。
（ボランティア菊池さん）

　ワンちゃん散歩で
毎日立ち寄らせてい
ただき、親切にしてい
ただきました。いい想
い出です。
（漆山さん）

♪♪お客様・関係者の声お客様・関係者の声♪♪お客様・関係者の声♪

　甚大な被害をもたらした震災以
降、石巻への支援など本当にありが
とうございました。しかし、こうした
最中でも世界では、日本の人口程の
人が餓死しています。カンボジアを
支援しているお店が同じ町内にあっ
た事は意義深いものでした。
（大橋ご夫妻）

　一旦閉店しますが、終わりではありません。震災以降、多くの素敵な出逢いから深いつながりができ、
ショップという拠点を置いて活動するに至りました。お客様やスタッフ・周囲でサポートして下さった皆様
に感謝し、今後もこのご縁を忘れずに、機を待ちたいと思います。
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　私が昨年の夏、ホームステイしたのは、Bopha 
Khom（以下、ボーパ）という17歳の女の子のお家で
した。現在、10年生で、家庭教師プログラムとして同じ
地域に暮らす子ども達にクメール語を教えています。
家は木造二階建てで、お父さん、お母さん、お姉さん、
お姉さんの息子（ボーパにとって甥）と暮らしており、
お兄さんは修理工として出稼ぎに出ていました。お父
さんは高齢、お母さんは足を怪我、お姉さんは子ども
がまだ小さいため、
子どもから離れるこ
とができないとのこ
とで、一家の中では
働き手がいないとの
ことでした。

　そんなボーパは、英語と韓国語のクラスが好きで、
英語のスペシャルクラスにも通っています。将来は医
者になるのが夢で、インドなどの貧しい地域に暮らす
人々を助けたいと目を輝かせて話してくれました。ボー
パは、2013年夏から新たに奨学金支援を始めた学生
の1人で、私たちが支援する奨学生の中では一番年下
であるにもかかわらず、とてもしっかりとしていました。
ボーパの家族はみんなとても温かく、私に「自分たちを
カンボジアでの
家族だと思ってほ
しい」と言ってくれ
ました。本当に安
らぎの2日間でし
た。
（文：太田 詩織）

　インドの南、多く
の島から成り立つモ
ルディブ共和国から
の研修員10名が、
10月28日～11月
14日の間、来日しま
した。この研修事業
はJICAから委託を

受けて、セカンドハンドが講義や視察の企画・調整を
行いました。
　今回は瀬戸内海の島々を巡回する診療船の見学や高
知県梼原町の取り組みや病院と福祉センターも視察し
ました。

　研修員は最終日の総括発表で、「今回の研修で得た
新しい知識をモルディブに持ち帰り、政府に働きかけ、
実行したい」「日本の素晴らしい森林に対しモルディブ
にはきれいなビーチがあるので、ビーチでのセラピーを
考えてみたい」と意
欲的な意見が聞か
れました。
　最後に、研修実施
に当たり多大なる
ご協力をいただき
ました関係者の皆
様に心より御礼申
し上げます。

モルディブからの研修員、
日本の地域保健医療について学ぶ

海外研修員受入事業

♪お客様・関係者の声♪ 研修の学びを共有

修了式を終えて

　私たちセカンドハンド・ユースは、カンボジアの中でも貧困
層が多く暮らすセンソック地域で、優秀なのに経済的な理由
で学校に通えない状況にある高校生10名を奨学金制度で支
援しています。
　昨年の8月からは、無事に高校を卒業し、大学進学を果た
した大学生1名を新たに支援しています。一人当たりの支援

額は、438.2ドル～622.7ドル（約4万3千円～6万2千円）を必要とするため、私たちは年間約70万円集めるこ
とを目標に活動しています！
　昨年の夏休みには、ユースメンバーもセカンドハンドの視察渡航に同行し、支援先の奨学生の家にホームステイさ
せていただきました。手紙やメールのやりとりだけでは知ることのできなかった生の声をぜひ、多くの方に知ってい
ただきたいと思い、今号から数回に渡ってユースが支援する奨学生11名を紹介していきたいと思います。

セカンドハンド
・ユースがお届

けする

～第一回～
奨学生のご紹

介！

奨学生のみんなと奨学生のボーパさん（左）と太田さん
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活動のはじまりはカンボジアと
の出会い。日本ユネスコ協会
連盟主催のワークキャンプ
に創設者・新田が参加。
  写真はその報告書。

なぜか、高知で活動報告＆
写真展を開く。

田町店オープンに向け、
ボランティアの手で１か
月かけ改修作業。

シェムリアップ教員養成大
学に寄贈した辞書。

1994年5月27日、セカンドハンド１号店が高松市南
新町にオープン！３か月限定、家賃無料！（1994年7
月27日撮影） 1994年9月30日、セカンドハンド田町店！

オープニングに国分寺
太鼓保存会、琉球太鼓
が演奏！

1995年1月17日、阪神
淡路大震災。毛布やポ
リタンクを届ける。

1995年、1校舎
目、トマイ小学
校校舎完成。

セカンドハンド設立2周年イ
ベント（写真中央が、現理事
長の平野キャシー）。

カンボジアや
バングラデ
シュなどエス
ニック料理教
室も開催。

ある郵便局の2階で行ってい
た「セカンドハンド通信」発送
作業。たくさんのボランティア
の手作業により、皆さんに届
けています！

1998年4月12日、セカンドハンド
としては、第一回となる総会
を開催。

セカンドハンド岡山店（1996年～
2000年、支部は2002年）

セカンドハンド丸亀店（1997年～）

田町時代の事務所の様子
（1999年当時） 1999年から今なお続く、毎

年恒例、忘年会はカキ焼！
瓦町店オープン。

看板作成、設置も
個人や企業の協力
で。看板は、今も高
松店に掲げられて
いる。

もうこれで引っ越ししなくてもい
い・・・。ボランティア皆でビルを磨き
ました。

瓦町店オープ
ン前の改装。
'99年～'01年は
引っ越し＆改装
作業の連続。

2001年、高松店がオープン。
同ビルの3階が本部事務所。

7周年記念総会は、本部ビル4階で。
多数参加で寿司詰め状態

2005年12月、カンボ
ジアから高校生を招
へい。香川県内の高校
生と交流を深めまし
た。

2004年、片原町店オープン

2005年、香川県内から初。「国際交流基金地域交流賞」を受賞！

2007年、理事長が新田か
ら平野に交代

1998年、丸亀町店オープン！（写真は、1999年撮影）

2000年、
NPO法人
設立総会。
特定非営利活動
法人化。

毎回、多くの方にお越しい
ただくチャリティーコンサー
トの初回は1998年。

独自のバザーでは４ｔト
ラック3車分ほどの荷物
を搬入（写真左：2005年
頃、JR高松駅横にて、写
真右：2006年頃、丸亀町
レッツホールにて）

▼引越しといえば、改装作業を思い出す。田町店の天井を、脚立に登ってローラーでペンキ塗ってたら、落ちかけた…^^;
▼阪神淡路大震災発生後、何かしなきゃ…と援助物資を集めた。届けるための車が必要で色々あたっていたら、富国産業
さん（高松）がトラックを無償で貸して下さることに。会社に借りに伺い、生まれて初めて４ｔトラックを運転し、神戸へ。

よくぞ貸して下さったな～と、今でも感謝してお
ります。▼ビルを持つ決断をした田町店２
階での運営会議、たまに思い出す。
借金をして返せなかったから、こ
の会議に出たみんなが責任を
もって返さないとって話▼ラ
チャナから招聘した女性た
ちの生き生きとした顔。
同じ女性として、関われ
た自分も嬉しくなった。
▼イベントなどの販売
をしていて、丁寧な仕
事ですねと言われて、
最初の頃のカンボジ
ア商品の縫い目をた
まに思い出す…。▼何
で活動を続けている
のか…、時々考える
けど、明確な答えが
ない▼何か世の中の役
に立ちたいと思ったと
き、セカンドハンドだと
自分にできることがあっ
て、その先が見えるから。
でも、それは、私がセカンド

ハンドに関わってる人、本部を
知ってて信頼できるからかな。▼活

動に関わってると、多くの人が、何か
人の役に立ちたい、何かしたいと思ってる

んだと実感。

元職員やボランティアたちのつぶやき元職員やボランティアたちのつぶやき元職員やボランティアたちのつぶやき元職員やボランティアたちのつぶやき元職員やボランティアたちのつぶやき

20
周年
特集
 第一

弾!

▼活動を振り返ると（新田さん
を見てると、とも言えるけど）、
人って無力じゃない、動けば何か
できる、変わるって、改めて感じるそ
れがセカンドハンドの魅力？▼たまに思う
こと。「ニュースレターがきれいになった！進化？」「HPができた！」でも、値札は変わらない（笑）▼郵便物が「高知県高松市」で届くことがあるが、
うち「香川県」…。▼カンボジア事業でのびっくり　その１…支援した小学校の開校式が３月１日に予定されていたのに急に２日に変更と連絡あり。首
相が臨席されるが、28 日まで外遊で間に合わないそう。後で聞いたら、秘書が２月も３１日まであると思っていたとか！？▼その２…カンボジアから郵
送された書類がなかなか届かない。１か月後に「アドレス間違えてました」と再送され無事到着。最初に書いた宛先はメールアドレスだったそう。▼あ
る日、警察から朝 6 時頃に「お宅のお店に不審者が」と電話があり、慌てて向かっていたら当時の職員 F さんから「不審者、私です」と電話あり。
早く仕事を覚えようと、朝早く出勤し、過去の資料に全部
目を通していたそうで、仕事熱心な姿勢には驚
いた。▼セカンドハンドの職員は少ない人
数で多くの仕事をこなすスーパースタッ
フ。大変な仕事だが、いつもにこ
やかに、かつ機敏に対応する姿
勢にボランティアの皆さんも
「支えてあげたい」と思って
くれているよう。セカン
ドハンドは職員を選ぶ
ときに「人柄」を一番
重視する。なので、
素敵でとてもいい人
たちだが、面白い、
いわゆる天然系も
多く、常に笑いを
巻き起こしてくれ
る存 在も。それ
が面白くて人が集
まってくるのかも。
▼“無いのが当た
り前”とことん節
約精神のセカンド
ハンド。夏になれ
ば汗疹が出来、冬に
なれば指がかじかん
だ。エアコンや棚、運
搬車、何でも欲しいも
のはもらえるまで待つ。
いただきものばかりの事務
所は、棚や机ファイルまでも
が不揃い不便もあるけど、節約
した分支援に充てられると思うと
大切な精神。▼でも、ある物も節約す
るのがセカンドハンド流。入ったばかりの
頃、セロテープ使うときに「１㎝！」と先輩に教
えられて正直びっくりした～。

21
年
目
に
向
か
っ
て
G
o！

写真
でつ
づる

セカ
ンド
ハン
ド

20
年の
歴史

～

～

▼各地で開催するイベント。しばらくご無沙汰していたボランティアさんが来場し、気がつけば受付やレジに自然と入っていて、はっと驚かされる。何年ぶ
りであっても、反射的に体が動くのだろうか。この働き者＆ボランティア精神がセカンドハンドを支えるパワーの源。▼当初はカンボジアに本を贈るために周囲の

力を借りながらやれるところまで、と一人で始めた活動。やれるところまで…が、ず～っと続いた理由が支える皆さんの存在。このニュースレターを読んでいるあ
なたもその一人。気付けばひとりじゃなく、多くの人が集まる「組織」に。無償で場所を借り、転々とし続けることに限界を感じ、本部ビルを競売物件で見つけて購入。
組織としてビルを買うため、仕方なくNPO 法人化。NPOだとショップの売り上げが「事業税」として課税されるため手間がかかり、面倒だったけど公益社団法人化。
私たちにも課題はあるが、日本の制度にもまだまだ問題あり。社会をよりよくするため、まじめに取り組む人たちの活動
が報われる制度整備を！▼支部が全国にある理由をよく聞かれる。確実な活動を続けるために無理に拡げないという
方針だが、じゃあなぜ広がっているのか？多くはもともと高松でボランティア参加していた人が引っ越して、そこ
でも何かしたいと思い、自分のできる範囲でと活動の種をまいたのが始まり。全国放送や新聞を見て活動を
始めた人も。そこでも、活動は一人から始まっています。▼東日本大震災の被災地支援では林田物流さん
（坂出）が無償でトラックを出して下さった。援助物資を乗せたトラックの助手席に同乗し石巻へ。

このような協力も様々な会社からいただいている。皆さんに感謝！

-4- -5-
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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1209）
色：暖色・寒色etc
サイズ：縦・約32cm×横・約34cm

『巾着（大・コットン）』
着物などの装いにも合いそうな巾着袋。
コロンとした形も可愛らしい。
収納力も抜群です！

￥2,500

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～？」
～社会人編～

「どんな人達がボランティアしているの～？」
～社会人編～

10/1～11/30までの2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／井澤シカ子、今井里美、入江治子、岡
野一郎、柏原裕美、久保歯科クリニック、久保孝子、重成憲裕、清水政和、高木良彦、田中満子、鳥かい歯科医院、沼田章、のぞ
み総合法律事務所、蓮井孝夫、松原志乃、三谷範至、宮井康文、森谷芳子、横田千春、吉田正強、愛媛／青野千恵子、友近規、西
原かをり、大阪／風間徹也、川崎多恵子、徳芳郎、岡山／田中里栄、神奈川／長山喜代子、高知／吉本房子、埼玉／三浦美保、東
京／（株）アイティエスエス、塚田泰代、徳島／遠藤寛、兵庫／羽島秋恵、福岡／伊藤朋子、吉田治代、福島／藤野美都子、北海
道／白川ふみ、大光菊江、三重／酒井恵津子【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】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）

天勝（丸亀）、徳島文理大学国際教育支援サークルPapu Papu、
永井敬子、HondaCars香川屋島店、和カフェぐぅ

●販売協力イベント情報
日　時

毎月第二日曜日10時～14時
内　容

しらひげプチマルシェ
場　所

しらひげショッピングセンター中庭（墨田区）

　セカンドハンドは、企業や団体の皆様からも様々なかたちでご協力いただいています。最近のご協力の
一部をご紹介します。

高松保育園
　園児の制服
の製作をカン
ボジアの女性
自立支援団体
に発注してくだ
さいました。

もち吉
　今号P3で紹介した青
年研修事業の歓送会で、
自社のおせんべいを提供
いただき、モルディブから
の研修員や参加者にお配
りしました。

（株）スワニー
　自社で製造している
手袋をご提供いただき、
店頭で販売させていた
だいています。

南ファミリー劇団
　香川県まんのう町を拠点
に活動する地元で人気の大
衆演劇の劇団。
　10月にチャリティー公演
を開き、10万円をご寄付い
ただきました。

南ファミリー劇団様より、
寄付金の贈呈

　今回ご紹介したチャリティー事業や自社商品のご提供だけでなく、「セ
カンドハンドの法人賛助会員となる」「職員の方の研修先としてセカンド
ハンドを活用する」など様々あります。個人の方も企業・団体の方も、「何
かしたい」と思った時には一緒に考えさせていただきますので、ぜひお問
い合わせください！

　セカンドハンドは、今年設立20周年を迎えます。チャリティーイベントや
キャンペーンなど協力してくださる方を募集しています！

カンボジアの子供たちの明るい未来のために使って下さい。育児奮闘中の母より（福岡県　伊藤様）
→ご支援いただきありがとうございます。セカンドハンドは来年20周年を迎えますが、皆様に支えられて続けられています。
　これからもお気持ちにお応えできるよう尽力して参ります。
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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9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～？」

～社会人編～～社会人編～
「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～？」

～社会人編～～社会人編～
「どんな人達がボランティアしているの～？」

～社会人編～

　北海道で大学生だった頃、セカンドハンド創
設者である新田さんの出張講演会に参加した
のがセカンドハンドとの出会いでした。この講
演会後、北海道支部が発足し、私も国際協力

系のイベントでの出店、出展に3年間ほど関わってきました。スタ
ディーツアーにも参加しましたが、このことも私が国際協力関係
の道へ進むきっかけになった1つです。大学生時代に途上国の現
場を自分の目で見ることで、社会に出る前に自分の価値観や志の
土台が強固になったと思います。また、セカンドハンドのボランティ
アとして色々な作業をしてみることで、国際協力NGOの仕組みや
庶務を学んだり、同じ志を持つ先輩や仲間とのつながりを得たり
することができたこともとても役立ったと感じています。

阿部 康一さん
　（一般財団法人日本国際協力システム）

　昨秋は地域の国際フェスタ、香川大学の学祭に参加
して、高校生ボランティアを迎え、カンボジアコーヒー
やフェアトレード紅茶のカフェとカンボジア商品の販
売を行いました。

セカンドハンド・ユース

　昨年11月3日の草ヶ
江幼稚園でのフリー
マーケットは、あいにく
の雨でお客様の出だし
も今一つでしたが、常連
の方々は提供品を持っ
て来店してくださり、心
強く、またありがたく
思いました。新年は1月
20日から。今年もよろ
しくお願いします。

セカンドハンド福岡

丸亀店

　昨年は子ども服売り場を充実させ、スーパーにいらっ
しゃったお客様に足を運んでもらえるよう頑張っていま
す。「ここは、良いものがあるね」とお客様から頂く言葉
が励みになっています。ご協力いただけるボランティア
さんを増やしたい！と切望しています。今年も丸亀店は、
ボランティアさんの多彩な才能やアイデアを引き出しな
がら、頑張ります！ ●ポットラックパーティー

日　時：2014年1月19日（日）12:00～15:00
場　所：セカンドハンド本部4階
参加費：一般500円 高校生以下300円
　　　　（一品持ち寄りで参加費無料）

●バレンタインカフェ（こちらは詳細未定です）
日　時：2月を予定

セカンドハンド北海道

　10月下旬、札幌の地下歩行空間（チカホ）で国際協
力フェスタに出展しました。人通りが多い場所で、大
勢の方にセカンドハンドや商品を紹介することができ
ました。また、札幌国際大学のボランティアの方にお
手伝いしていただきました。今年も皆さんと協力して
活動を継続したいと思います。

〈イベント情報〉（予定）

セカンドハンド関東
　これまでセカンドハンドに関わってきた関東圏在住
のメンバーで、何か出来ることから始めようと結成し、
元ユース代表の瀧口さんを中心に、定期的に「ひきふ
ね青空市ヤッチャバ」への出店等をしています。セカン
ドハンド20周年の今年、関東でもチャリティー企画を
検討中。只今、出店できる場所も募集中です！皆様、是
非ご協力よろしくお願いします。

ひきふね青空市
　「ヤッチャバ」
日時：2014年1月11日（土）
　　  10:00～18:00
場所：曳舟駅前の広場

「ヤッチャバ市」にて

セカンドハンド京都
　セカンドハンド京都を立ち上げました！イベント出
店、講演会などのイベント企画など一緒に活動してく
ださる方を募集しています！年齢・国籍・性別、関係あ
りません！どなたでもウェルカム。気軽にご連絡くだ
さい。ぜひぜひおいでやす！

草ヶ江幼稚園でのフリーマーケット。
雨の中、お立ち寄りいただいた皆様、

ありがとうございました。

右京ワールドミュージックフェスタ2014
場所：京都市右京ふれあい文化会館
日時：3月30日（日）10時～16時

一緒に売り子さんをしてくださる方募集！詳しくは菅谷まで。

　今回は、学生時代にセカンドハンドと出会い、セカンドハンドでのボランティア活動や
カンボジア視察渡航などを経て、現在、国際協力の道に進まれたお2人をご紹介します。

　私のセカンドハンドとの出会いは2005年。
忘れもしない大学2年の秋でした。帰り道の商
店街に小さなお店があり、「カンボジア」「途
上国」の文字。学業の傍らボランティアに参加

し、半年後にはスタディーツアーでカンボジアを訪れました。「国
際協力を仕事にしよう」もう迷いはありませんでした。私はそれか
ら語学留学の機会を得て英語を学び、香川大学卒業後は開発援
助のプロとなるべく英国大学院で学びました。今は国際協力機構
（JICA）の職員として国際協力に携わっています。セカンドハンド
は私の原点です。セカンドハンドで活動している人は誰に言われ
るでもなく、自らの意思で活動しています。信念を持って国際協力
に取り組む。私がセカンドハンドから学んだ大切なことです。

敦賀 一平さん
　（独立行政法人国際協力機構）
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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： 年始1/20～
   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

■セカンドハンド京都
   菅谷
　（Email）nsugaya0203@yahoo.co.jp
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至 
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片
原
町
店

   〒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
　年始1/4～

本
部
・
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

■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　年始1/6～

☆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

セ
カ
ン
ド
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ン
ド

片
原
町
店

三友堂
高松中央
郵便局

三
越

フ
ェ
リ
ー
通
り

ラ
イ
オ
ン
通
り

丸
亀
町
商
店
街

駐輪場

片原町商店街兵庫町

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
冬物：2月中旬まで
春物：2月中旬～（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

1月3日（金）

1月16日（木）・17日（金）

3月10日（月）～16日（日）

4月19日（土）・20日（日）

四国霊場第66番札所雲辺寺

高松市役所1階市民ホール

4町パティオ広場

セカンドハンド本部・丸亀店

雲辺寺　チャリティーバザー

平成25年度　防災とボランティア展　出展

チャリティーバザー

セカンドハンド通信76号発送作業

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
・石油ファンヒーター（できれば大容量タンクのもの！）

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。

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


