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～ヴァイオリニスト  アテフ・ハリム氏を迎えて～

プレイ・コンプー地区のヘルスセンター
オープニングセレモニー開催、メダル授与！

　セカンドハンドは今年の5月27日に設立20周
年を迎えます。今年は記念イベントをいくつか開催
予定です。第一弾はチャリティーコンサート。ご出演
いただくアテフ・ハリム氏は、10周年事業でも情熱
的で素晴らしい演奏をご披露いただき聴衆を魅了
した来日20年のヴァイオリニスト。セカンドハンド
の活動を応援して下さっている一人です。

　今回のコンサートの収益は今年9月に予定してい
るカンボジアの孤児院の子どもたちの招へい事業
に充てさせていただきます。
　当日は、カンボジアの女性のクラフト品の展示販
売もあります。
　ぜひ、お誘いあわせの上、お出かけください。お待
ちしております。

　プレイ・コンプ―地区に完成したヘルスセンターの
オープニングセレモニーが、3月11日、朝7時30分よ
り開催され、創設者の新田が参列しました。
　セカンドハンドの挨拶では、まず、大阪パイロット
クラブがヘルスセンター建設費をご寄付下さったこ
とを紹介し、続いてセカンドハンドがどのように資
金を集め、いかに多くの人たちの働きやご寄付に支
えられているのかを説明しました。私たちは資金を
集めるために努力をしており、カンボジアの皆さん
のために役に立つのであれば、と多くのボランティア
の皆さんに支えられ、協力いただいていること、そう
いう人たちがいてこの施設が建設されたことを忘れ

ず、大切に使ってほしいということを伝えました。
　マン・ブンヘン保健大臣からは、「日本の皆さんに
感謝している。皆さんの支援があって、この地域で
の医療サービスを提供できるようになった」と何度
も感謝の言葉をいただきました。

【日　程】2014年5月24日（土）
【開　演】16時（開場15時30分）
【会　場】サンポートホール高松　第一小ホール
【入場料】一般　前売　3,000円（当日3,500円）
　　　　　学生（高校生以下）前売2,000円（当日2,500円） 
【お問い合わせ】☎087-861-9928
【チケット取扱い】セカンドハンド各店舗　他は随時ホームページにて掲載
　　　　　　　　　チケットを販売協力して下さる商店・個人を募集中！ご連絡ください。
＊郵便振替（チケット代と明記）でご入金確認後、郵送もできます。

●アテフ・ハリム/Atef Halim（ヴァイオリン）
　5歳でヴァイオリンを始め13歳で単身パリに渡る。ルネ・ぺネデティに師事。パリ音楽学院卒業後、フランス国
立管弦楽団入団、若くしてコンサートマスターを務める。
　1993年日本での演奏活動開始。全国でリサイタルを展開。「音楽こそ、すべての人が分かりあえる唯一の言
葉。そして平和につながる確かな希望」という信念のもと、情熱的な心で音楽の「希望」を伝え続けている。
●横田知佳/Chika Yokota
　桐朋学園大学音楽学部卒業。2009年同大学研究科を修了。
　町田市ピアノコンクール優秀賞第1位をはじめ、数々のコンクールで入賞。現在はアンサンブルピアニストとし
て演奏活動の傍ら、後進の指導にもあたる。ピアノを村上弦一郎、練木繁夫の各氏に、室内楽を藤井一興、堤
剛、故ゲルハルト・ボッセの各氏に師事。

オープニングセレモニーの様子
前列左より、新田、保健大臣、プノンペン副市長
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「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。



　JICA草の根技術協力事業の第一弾として、3月2
日～11日、高松市消防局の救急救命士2名とTICO
（徳島のNPO）の医師、セカンドハンドからプロ
ジェクトマネージャーをカンボジアに派遣しまし
た。（事業詳細は4～5ページ）
　首都プノンペンや事業地であるスヴァイリエンの
交通事情と救急隊の現状を視察し、スヴァイリエン
州保健局の局長、副局長と現状やニーズ、今後の進
め方について話し合い、当事業のニーズと重要性を
改めて認識しました。医師や救急車に搭乗する職員
を対象にした研修も実施しました。
　これまで救急搬送とは単に「救急車で急いで運

カンボジア・スヴァイリエン
出張報告

医 療 支 援

ぶ」ことでしかなかったスヴァイリエン州で、救
える命をできるだけ救うための支援を高松市と連携
し、TICO（渡部先生）のご協力も得ながら進めて
参ります。このような事業を実施できるようになっ
た背景には、皆様からご支援いただいて続けてきた
カンボジアでの実績、そして2007年以来カンボ
ジアでの救急医療を何とかしたいと情熱をもって関
わって下さった方々のお力があります。
　これから3年間、カンボジアから医師を招いた際
にどのような訓練を実施すべきか、どんな機材を装
備すべきか、現地ではどのような指導をすべきかを
しっかり確かめつつ、活動を進めて参ります。

SWANY（香川の企業）カンボ
ジア工場でのワークショップ

ラチャナ・スヴァイリエン
職業訓練センターでも開催

医療従事者対象のセミナー⑴ 医療従事者対象のセミナー⑵

　応急処置法と熱中症のワー
クショップを開催。工場には
450名ほどの職員がおり、今
回は約70名の組長が参加し
た。講師は、日本でも研修を
受けた女性、ナビー医師。

　講師のクリー医師は日本で
の研修経験あり。「感染症予
防には手洗いが重要。医療従
事者は爪までしっかり洗う」
と指導。救急車を呼ぶ時の手
順も説明。

　高松市消防局の救急救命士
の濵﨑さんと岡本さんのデモ
ンストレーション。スヴァイ
リエン州内で救急に携わる医
師、救急車に乗るスタッフ15
名が参加。

　今回のために購入して携行
した吸引器（ポータブルでシ
ガーライターケーブルに接続
可）の使い方を説明。痰を吸
引するだけで命が救われるこ
とがある。

ポチェントン救急隊の人たちと

2014年セカンドハンド総会を開催します
　P.1でご紹介したコンサートの開催に合わせ、コン
サート同日に公益社団法人セカンドハンドの総会を開
催します。主な議題は2013年度事業報告・決算につ
いてです。
　議決権は正会員の方のみになりますが、セカンドハ
ンドの活動をご報告させていただき、お越しいただい
た皆様からご意見をいただく貴重な場となりますの
で、ぜひコンサートに合わせてお越しください！

※ご参加いただける方で資料が必要な方は、5月11日（日）までに事務局までご連絡ください。

【日　時】5月24日（土）13:00～
【会　場】サンポートホール高松
　　　　　　第1小ホール
【参加費】無料
　　　　　（資料が必要な方は資料代）
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　現在セカンドハンドでは、9月に孤児院の子どもたちを招へいするためご寄
付を募集しています。皆様のあたたかいご支援、ご協力をお願いいたします。

　私は昨年の夏休みにHor Poulという17歳の男の
子の家にホームステイをしました。私はその子のこ
とをポゥと呼んでいました。彼のお父さんは5年前
に亡くなっており、お母さんは交通事故に遭い、体
の具合は良くないとのこと。他に、4人のお兄さん
と2人のお姉さんと弟で生活を送っていました。働
き手はお兄さん2人で、生計を立てていました。
　初めてのカンボジアでまだ少し不安だった私に
ポゥ君の家族はとても親切にしてくれいろいろと
気遣ってくれました。
　ポゥ君は現在10年生で将来、銀行員になるため
に一生懸命に勉強していました。実際に彼に一日
の生活を聞いてみると彼の生活のほとんどは勉強
でした。僕とポゥ君はお互いに英語がまだまだ拙

かったのですが、僕が何度も聞いたのは彼が「家
族のため」と言っていることでした。彼はしっか
りとした目標を持ち将来に向かって全力で歩み続
けているのだと思いました。それに比べて今の自
分はどうなのか
考えさせられまし
た。今度、彼と会
う時にはお互いに
成長し合いたいと
思っています。
（文：川人研太
※川人さんは今
春、大学を卒業し
ました）

　2002年からはじまったセカンドハンドのフォスターペアレント制
度。これは、支援者の方が孤児院に保護された子どもの里親となっ
て交流をしながら、カンボジア・バタンバン州にあるホームランド孤
児院の運営支援を行うというものです。この制度をはじめてから12
年、孤児院の子どもたちは皆さんに支えられて、親元に帰ったり、職
を得て自立していったりと成長してきました。
　今年、セカンドハンド20周年事業として孤児院から子どもたちを
招きます。9月14日（日）に20周年記念パーティーを開催し、彼らが
日ごろから練習している伝統音楽の演奏や踊りを披露していただく
予定です。もちろん、フォスターペアレントやご支援者との交流の機
会でもあります。
　設立から20年という大きな節目に、今まで様々な形でサポートし
てくださった皆様の同窓会となるような会にすべく企画中です。詳し
い内容は次号でご紹介します。

孤児院の子どもたちが来日します！孤児院の子どもたちが来日します！孤児院の子どもたちが来日します！

孤児院支援

ぜひ皆様、ご参加ください！ 

セカンドハンド
・ユースがお届

けする

～第二回～
奨学生のご紹

介！

ポゥ君（右）との記念写真

　私たちセカンドハンド・ユースは、イベントや募金活
動などを行いながら、その収益でカンボジアのセン
ソック地域の経済的な理由で学校に通えない状況に
ある高校生10人を奨学金制度で支援しています。
　昨年の夏休み、セカンドハンドが実施する視察渡航
にユースのメンバーも同行し、奨学生と会い、ホームス
テイをさせていただきました。
　前号に引き続き、その時の模様をお届けします。

■20周年記念パーティー■
【日時】9月14日（日）夕方～
【会場】国際ホテル

ホームランドの子供たち。フォスターペアレ
ントになって支援してくれる方も募集中！

20周年事業
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スヴァイリエン

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）プロジェクトがスタート！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）プロジェクトがスタート！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）プロジェクトがスタート！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）プロジェクトがスタート！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）プロジェクトがスタート！

～プロジェクトの全容をお届けします～～プロジェクトの全容をお届けします～～プロジェクトの全容をお届けします～～プロジェクトの全容をお届けします～～プロジェクトの全容をお届けします～
■スヴァイリエン州

日本側：高松市、高松市消防局、高松市市民病院、特定非営利活動法人TICO、JICA四国など

カンボジア側：

カンボジア保健省、プノンペン市保健局、
プノンペン市民病院、プノンペン市西部保健局、
ポチェントン病院、スヴァイリエン州保健局、
その他医療関係者、医療施設など

　セカンドハンドが公的な救急隊がなかったカンボジアに支援を始めたのは、2007年。これまでカ
ンボジアの救急隊員や医療従事者の日本における研修、そして日本の専門家をカンボジアへ派遣す
る活動を積み重ねてきました。また、現地で本当に必要とされていることや物は何なのかを知るため
に現地調査も行なってきました。
　かねてよりセカンドハンドと協力関係にあったスヴァイリエン州においては、これまでも学校建設
支援、職業訓練支援、お産病棟の建設支援などを行ってきましたが、そんな中、スヴァイリエン州保健
局から救急医療の強化のための支援を要望する声がありました。現地調査を行い、プロジェクトの企
画立案、プロジェクトを進めるための資金源の情報収集や申請書作成、応募・審査などを経て、JICA
草の根技術協力事業として、2014年2月10日より3年間のプロジェクトがスタートしました。
　ここでこのプロジェクトの内容についてご紹介します！

　高松市消防局の救急救命士、救
急医療に携わる医師・専門家をカ
ンボジアに派遣します。
　講義形式で概論を学んだり、実
技を繰り返し行うなどの研修を
行います。
　また、日本人の専門家だけでは
く、過去、セカンドハンドや香川県
が受け入れ、日本での研修受講経
験のあるカンボジア人の医師・准
医師・救急隊員も研修では講師と
して活動してもらいます。日本で
の学びを発揮し、プロジェクトの
成果に、そして地域住民の救急救
命の促進に全力を尽くしてもらい
ます！
　そして救急に携わる専門家だ
けではなく、一般市民に対しても
応急処置に関するワークショップ
を開催予定。「傷口に歯磨き粉を
すりこむ。お醤油をかける」といっ
た知識や情報を持っているカン
ボジア人も少なくありません。正し
い情報の種を撒いていきます。
　高松市から毎年、専門家を2人、
セカンドハンドの連携団体NPO
法人TICO所属の医師を派遣予定
です。

　スヴァイリエン州は首都プノンペン
から南東に車で約3時間のところにあ
る、ベトナムとの国境地域です。この州
は2つ地域が経済特区に指定されて
おり、日本を含む他国からの工場進出
が目覚ましく、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
が追いついていない現状にあります。

■JICA草の根技術協力
　事業とは
　日本のNGO、大学、地方自治体及び
公益法人の団体等がこれまで培ってき
た経験や技術を活かして企画した、途
上国への協力をJICAが支援し、共同で
実施する事業です。

関係者は？ プロジェクトの目標は？

　「カンボジア人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」です。日本人ではなく、カンボジア人自らが人材育成
していくことが大切だとセカンドハンドは考えています。
　救急隊育成事業が広がっていく体制が作られること、ファーストエ
イドの知識・普及を促進できる人材が育成されて、一般市民が応急処
置の正しい知識を身に着けることを将来的な目標にしています。

目指す成果は？

目指す成果は次の3つです。

救急に関する指導者となる人材が育成される。
初期の救急対応ができる医療従事者が養成される。 

一般住民（工場労働者含む）がファーストエイド
（市民による応急手当）に関する知識を得る。

専門家の派遣

　専門家派遣に合わせて、現地で
必要とされ、かつ効果のある医療
資機材を現地に提供します。
　まずはシンプルな、「これがあ
るだけでも、多くの人の命が救わ
れる」ものから！
　3月の現地活動でも、痰を取り
除く手動・電動の吸引器をカンボ
ジアへ携行しました。何度も何度も繰り返し使い方の
練習をしたカンボジア人医師たち。乳児用の蘇生人形
やバックボード、経口エアウェイなどがあれば随分と助
かることが分かりました。大切な資金を、効果的に使わ
れるもの優先で現地に投入していきます。

資機材の提供

　過去、セカンドハンドが作成し
た、ファーストエイドに関するハ
ンドブックを改定します。文字が
読めなくても「見てわかる」ハンド
ブックを村落ごとに配布し、ワー
クショップを開催していきます。
　改定されるハンドブックには、
救急車の呼び方や救急車の番号
などを新たに加えます。

ハンドブックの作成・配布

スヴァイリエン医療従事者対象の
セミナー開催。（2013年3月）

3月の専門家派遣の際に
カンボジアに携行した吸引器

以前、セカンドハンドが作成し、
配布したハンドブック

外傷傷病者の観察要領訓練。
日本の医師、救急救命士が指導。
（2013年3月）

カンボジア人救急隊員にヘルメットの
脱がせ方を教える濵﨑救急救命士
（2013年3月）

　救急医療や保健行政に携わる人材が日本
の現場で研修を受けます。
　現場で救急救命にあたる人、そして仕組み
をつくる人の両輪でスヴァイリエンの救急医
療分野を強化していく必要があります。
　日本の現場を見て、実際に体験してみて新
しい知識や技術を身につけるとともに、カン
ボジアに合った最善の救急救命の方法を考
えてくれればと思います。
　各年、3人～5人のカンボジア人医療従事
者を約20日間程度、受け入れる予定です。

カンボジア人医療従事者の受入

　今回、高松市との協働事業により実施することとなったこのプロ
ジェクト。あらゆる場面で、この取り組みを多くの方々に知っていた
だけるように広報活動にも力を入れていきます。
　カンボジアの医療従事者の来日時には、セカンドハンドの関係
者、またより多くの人と交流できるような企画も考えていきたいと
思います！

高松市での広報活動

過去、セカンドハンドが受け入れたカンボジア人医療従事者。
高松市消防局での研修。三角巾を使用して、手当の練習。
（2012年当時）

高松市消防局のご協力により救急車内の見学。
同乗もさせていただきました。（2007年当時）

さくら診療所（徳島県吉野川市山川町）での
研修の様子。渡部医師が指導。（2012年当時）

　セカンドハンド
はfacebookを
始めています。
　3月のカンボジア出張の
様子や、これからの本プロ
ジェクトの経過についても
お届けしますので、ぜひ、
ご覧ください。
　facebookのアカウント
を持っていない方も、イン
ターネットに接続できる環
境にあれば、「facebook、
セカンドハンド」と検索を
かけていただければ、ご覧
いただけます。

1
2
3

-4- -5-
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カンボジア支援につながる
フェアトレード商品

色：暖色・寒色etc
サイズ：縦・約16cm×約11.5cm
紐の長さ：約125cm

『ミニポシェット（コットン）』
鍵や携帯電話を入れてちょっとした
お出掛けに。お子様・お孫さまへの
プレゼントにいかがですか？

￥1,000 （商品番号1175）

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。

〈敬称略〉〈敬称略〉〈敬称略〉

12/1～ 3/31までの4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）、㈱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、鵜川利恵、碓井等、大谷芳見、岡野一郎、ガスケット里佳、倉
岡奨学会、清水勉、杉田瑩子、関みどり、富田千代子、鳥かい歯科医院、新田薫、沼田章、のぞみ総合法律事務所、袋田芳子、松原志乃、三谷
範至、三原主幹、宮井康文、三宅洋三、安原智江、湯川洋久、横田千春、吉田正強、渡辺さと子、愛媛／青野千恵子、友近規、西原かをり、藤
田敏彦、大分／村上和代、大阪／風間徹也、黒田貞子、宮地菜穂子、岡山／沖野正、西川秋美、神奈川／田中正利、長山喜代子、岐阜／吉岡
美紀子、京都／御池ワールドミュージック事務局、高知／吉本房子、東京／㈱アイティエスエス、伊東禎記、塚田泰代、富山／荻浦いく
弥、奈良／瀬崎滋雄、兵庫／河原敏博、福岡／後藤富子、西田由美子、北海道／白川ふみ、大光菊江、三重／酒井恵津子、宮城／阿部みち
子【その他】穴吹ビジネスカレッジショップビジネス科、香川マツダ、コスモ商事㈱、佐川急便㈱、㈱損保ジャパン、林田物流㈱【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）、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2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）

支援をはじめて20年。多くの
方にご理解・ご協力を頂きなが
ら活動を続けてまいりました。
セカンドハンドのお店ではカン
ボジアのことを知っていただく
展示等行っていますが、直接カ
ンボジアに行って現状を感じ
たり、セカンドハンドの支援先
を視察したりしてこれからのセ
カンドハンド、国際協力を考え
るきっかけにしてみませんか？

【日　　程】7月下旬～8月上旬
※現在調整中ですが、決まり次第ウェブサイト等でお知らせします。
【内　　容】セカンドハンドの支援先視察、現地NGO訪問・ホームステイなど
【参加費】17万円程度（実費精算）
【参加資格】賛助会員、セカンドハンドの活動に賛同し、ボランティア等関われる方
【定　　員】10名
【申込締切】5月27日㈫までに
【申し込み・お問い合わせ】セカンドハンド本部事務局まで。

他にもこんなことができるよ！
●セカンドハンド特製の募金箱をお貸しできます！ご家庭、教室、職場、どこに置いてもOK！
●書き間違えたり投函しなかったハガキ、使用済みの切手（周囲5mm以上、残す）を集めて
お送りください！

セカンドハンドでは、多くの方が様々な取り組みやかかわりでご寄付やご協力をい
ただいています。古高松南小学校では、小学生たちが中心となり、地域の方々にも
ご協力を得て、アルミ缶の回収を行い、その収益金を寄付してくださっています。昨
年度はなんと5万円のご寄付をいただきました！皆さんがコツコツ活動して貯めて
下さったお金、大切に支援に使わせていただきます。ありがとうございます。 アルミ缶回収の様子
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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

　セカンドハンド・ユースは、小指会として結成して
から11年目に突入しました。これまでのあゆみを再
確認し、これからも、より一層活動に取り組んでい
きたいと思っています。現在、徳島・TICOの学生部
TICO youthと合同でイベントを計画しています。
企画はまだまだこれからですが、将来、他県の学生
主体の団体とも交流をしていく機会を持てるといい
なと考えています。また、大学卒業に伴い、メンバー
が2名となりました。これまでのイベントやミーティ
ングを通じて、先輩方の姿を見て学んだことを、こ
れからは自分たちのものにして、活動を頑張ってい
きます。メンバーも随時募集しています。興味があ
る方は、ぜひお気軽にお声掛けください。

セカンドハンド・ユース

　先日「通信を見て、寄ってみました」と千葉県の方
が、韓国旅行の帰りに福岡店に寄ってくださいまし
た。セカンドハンドのネットワークの広さと深さを感
じました。
　福岡店は今後も月曜日のみの開店ですが、皆さ
ま、どうぞよろしくお願いいたします。

セカンドハンド福岡

　今年はセカンドハンド設立20周年！
高松店・片原町店ともに、様々なフェアやバザーなど
を予定しています。
　20周年の記念イベントも開催されますが、それに
合わせてお店のほうもフェアを目白押しで開催してい
きますので、皆様、ぜひ、お店に遊びにいらしてくださ
いね。
　ボランティアスタッフも随時募集しています！

丸亀店

　丸亀店はこの春4年目に向け、新たなスタートを切
ります。
　セカンドハンド20周年記念の前祝いを兼ね、これ
まで応援して下さったお客様に感謝を込めて、丸亀
店では独自の企画を実施します。
イベント実施期間：4／25㈮～5／6㈫
日頃の感謝を込めて、くじ引きなどワクワクする企画
を考えていますので、お楽しみに！

セカンドハンド北海道

　2月6日㈭、「エコプロダクツ・エシカル展」にブー
ス出展しました。
エシカルファッションのパネル討論では、カンボジア
のクロマーの使い方も紹介されていました！
京都でセカンドハンドの商品を購入された方が、
ブースに立ち寄ってくれました。
　今年は屋外でのフリーマーケットなど活動を広げ
ていきたいと思います！

セカンドハンド関東

　HAPPY DAY TOKYO 2014 出店！
　3月15・16日、日比谷公園のイベントに参加し、カ
ンボジアクラフト品の販売をしました。お天気も良
く、常に3～5名のスタッフで楽しくボランティアでき
ました。
　売上げ目標には達しなかったものの、トータルで10
名ものスタッフが集結したことは、大変心強いものを
感じました。これをきっかけに、今後もセカンドハンド
関東の輪を広げていきたいと思います。

セカンドハンド京都

　セカンドハンド京都ができてまだ数ヶ月ですが、3
月は2回、出店をすることができました。
　フリーマーケットの提供品は、会社の同僚が寄付
してくださり、搬出にセカンドハンドにゆかりのある
方がお手伝いにきてくださったりと、少しずつですが
周りの人を巻き込みながら活動ができるようになっ
てきました。
　今後は出店だけではなく講演会等もできればと
思っています。関西地方での知名度アップを目指し
てがんばっていきます！
　一緒に活動してくれるメンバー、随時募集中です。

皆さんにご協力いただき出店しました。

HAPPY DAY TOKYO 2014で参加したボランティアの皆さん

レトロフェア
日時：5月12日㈪～21日㈬　場所：片原町店

アートタワーマーケット
日時：4月26日㈯　場所：水戸芸術館広場（茨城）［予定］

高松店・片原町店
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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
   (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

セ
カ
ン
ド
ハ
ン
ド
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

●

●

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

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
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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
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高松中央
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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。

商品提供の受付
夏物衣類：5月初旬～
※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
4月29日（火・祝）
5月3日（土）・4日（日）
5月12日（月）～21日（水）

5月24日（土）

6月16日（月）～30日（月）
6月22日（日）
7月19日（土）・20日（日）
7月下旬～8月上旬（予定）
9月14日（日）

高松国分寺ホール
丸亀城内
セカンドハンド片原町店

サンポートホール高松

セカンドハンド片原町店
静岡市内
セカンドハンド本部・丸亀店

高松国際ホテル

国分寺マルシェ（バザー出店）
丸亀お城まつり　※5/1テント設営、5/5撤収
レトロフェア
13時～　セカンドハンド総会
16時～　チャリティーコンサート
夏フェア
梶田バレエ団発表会（バザー出店）
セカンドハンド通信77号発送作業
カンボジア視察渡航
セカンドハンド設立20周年記念パーティー

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？
5月に行うチャリティーコンサートや総会の準備等を行うボ
ランティアスタッフも募集しています！

フリーマーケット隊募集！
セカンドハンドの商品をフリーマーケットで販売しませんか？
また、バザー開催できる会場等の情報をお持ちの方ぜひ教えて
ください！

募集中！
・事務所で使える文具類（セロハンテープ、色マジッ
ク、色画用紙、模造紙等）
　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払込用紙のご利用も
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


