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チャリティーショップの売れ筋商品！

　22年目を迎えるセカンドハンドのチャリティーショップには、たえず全国から多くの品物が届きます。
多い時には1週間に段ボール30箱という時も！お陰様で昨年1年間のチャリティーショップ（3店舗）の総
売り上げが1,480万円（前年比260万円ＵＰ！）となりました！今回は特に売れている品物をご紹介！

　ご送付いただいた箱を開けてびっくり！丁寧に畳まれてきちんと仕分けされ入ってい
た衣類や雑貨。提供して頂いた方が大切にされていたことが伺えました。早く新しい出
会いにつながることを期待しながら作業させていただきました。

　提供されたものの中には、品質や状態の良いものや、「こんな高価なものまで！？」と驚くもの
もあり、品物を見るだけで皆様の支援に対する思いを感じ取ることができます。その一人一人の思
いがつまった品物たちはまさにチャリティーショップの宝と言えます。これからも品物の提供での
ご支援、ご協力をよろしくお願いします。
　（品物をお送りいただく際の送り先は通信の8ページに、またご提供時のお願いとチェックポイン
トはセカンドハンドのウェブサイトに掲載しています！）

女性用衣類がダントツで売れています！定番
ものから少し変わったデザインまで。

ブランド品は根強い人気！ノーブランドでも
革のバッグは人気です。

かばん衣類

きれいな箱入りのセット物はお客様の目に留
まります。少し昔のレトロな食器は若い客層
に人気です！

食器

ギフトセット（洗剤やせっけんなど）はお店
に出た瞬間に売れてしまうこともあります。
他のお店より安価で購入できる主婦のお助け
コーナーとなっています！

日用雑貨
Soap

スタ
ッフ
の声

2015年5月17日の総会をもってセカンドハンドの理事長が
交代しました。本号を皆様へのご挨拶に代えさせて頂きます。

4・5ページ：理事長交代スペシャル座談会～これからのセカンドハンド～
6ページ：理事長交代のご挨拶

関連ページ

重要なお知らせ
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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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　5月5日～19日の約2週間、カンボジアから4名
の医師（スヴァイリエン州から3名、プノンペン市
から1名）が来日し、香川と徳島にて研修を受けま
した。主な研修内容としては、病院内の視察、診療
の様子を見学、救急初期対応についての講義や実習
など。
　研修の最終日には報告会を開催し、アクションプ
ラン（今回の研修で得た知識をどのように活用して
いくかを簡単にまとめたもの）を4名それぞれが発
表しました。発表では、救急医療に関する知識はも
ちろんのこと、院内の清潔さ、整理整頓の工夫、患
者の目線に立った環境作りの他に、日本のスタッフ

カンボジア人医師4名
香川・徳島で研修

救 急 医 療 支 援

の仕事に対する熱心さ等に感銘を受け、ぜひこのこ
とをカンボジアに帰って同僚や友人に伝えていきた
いと語っていました。スヴァイリエン州から来てい
る2名の医師は、設備が十分でない小さな病院で、
たった1人ないしは2人の医師で、あらゆる症状を
訴える患者を診なければいけない立場にあります。
このように、カンボジアと日本では使える医療機材
や環境に差はありますが、彼らの「今自分たちが置
かれている環境の中で最善を尽くすために、持ち帰
ることのできるあらゆる知識や考え方をこの研修で
学び、吸収したい」という思いが伝わった報告会と
なりました。

高松市消防局にて気管挿管を学ぶ様子 高松市民病院内の手術室を視察

　4月に起こったネパール大地震への緊急支援募金を行っています。これまでに27,542円の募金をいただ
いており、日本赤十字社を通じて現地での救援活動に充てさせていただきます。
　引き続き7月31日まで、チャリティーショップ店内に設置している募金箱もしくは郵便払込取扱票によ
る募金を受け付けていますので、皆様の温かいご支援をよろしくお願い致します。

緊急支援

　彼らが帰国したその日の朝、スヴァイリエンで大きな事故があっ
たという知らせがありました。ベトナム－プノンペンを結ぶ大型バ
スと、スヴァイリエンの工場労働者たちを乗せたトラックが衝突。
約20名が死亡し、約20名が重体。そのほか負傷者多数。スヴァイ
リエンの医師たちは、その知らせを聞いて、空港到着後、大急ぎで
スヴァイリエンに帰ったそうです。道路の整備が進み、スピードを
あげる車が増えました。車も劇的に増加し、工場で働く人を乗せた
トラックの安全性は確保されないまま、事故になったら大惨事は必
須。だから今、スヴァイリエンの救急搬送、医療の向上が急務だと
言えます。

※本プロジェクトはJICA草の根技術協力事業を受託し、高松市と協働で実施

20周年企画の寄付キャンペーン中のご寄付、ありがとうございました。当選者の皆様から喜びのお手紙を頂く等、嬉しいサプライ
ズもありました。今後も支援者の皆様に、直接感謝の気持ちを伝えられるような企画を考えていきたいと思います。

カンボジア医師4名による
アクションプラン発表会

　来日したカンボジア医師4名が上記
の報告会で発表したアクションプラン
を更に深め、日本の関係者に発表する
会を下記要領にて開催します。一般公
開もしますので、興味のある方はぜひ
ご参加ください！
日　時：6月29日（月）12時～14時
場　所：未定  ※お問い合わせください
参加費：無料
申　込：セカンドハンド本部事務局

※オンラインTV会議システムを利用
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　公益社団法人シャンティ国際ボランティア会
（SVA）が行っている小学校に図書館をつくるプロ
ジェクトに60万円の支援をすることが決定しまし
た。セカンドハンドはこれまでにも2010年に事業に
使う車両の寄贈をするなどして図書館事業の支援を
おこなってきました。「子どもたちの手にあるものが
武器ではなく、本であってほしい」と願い、全ての子
ども達に開かれた図書室を作っていく活動です。こ
のプロジェクトを通じて、備品や本の配布だけでは
なく、先生のトレーニングを行い「人を育てて」行き
ます。

教 育 支 援

支援決定！
　今年度の教育支援として2つの団体のプロジェクトの支援をすることが決定しました！

住民参加による学校図書館運営事業

　NPO法人TICOによるコミュニティースクール事業
においてカムロブエコミュニティースクールとムエン
バプライマリースクールの2校舎の校舎修繕にかかる
資金、180万円の支援が決定。いずれの校舎も学習環
境に必要な基本的な設備が整っていません。また、現
状の学習環境の悪さが、生徒の学習意欲や習得度の低
下、および健康面における障害につながる要素となっ
ていると言えます。学校で学ぶことを楽しみにしてい
る生徒が、安心で快適な環境で勉強ができるよう、教
室の改修・補強・設備の充実を目指します。

コミュニティースクール事業
カンボジア ザンビア

図書館で絵本を読む子ども達 壊れた机で授業を受ける子ども達
（カムロブエコミュニティースクール）

皆様のご支援・ご協力をお願いいたします！
　　　※次号以降で事業の詳細をお伝えしていきます！

2015年の総会を開催しました！2015年の総会を開催しました！
　5月17日に公益社団法人セカンドハンド総会を実施しました。会員だけでなく一般の方も参加し、
2014年度の活動報告や決算報告などについて審議し、満場一致で承認可決されました。
　昨年は設立20周年を迎え、チャリティーコンサートや孤児院の子どもたちの来日交流事業などの
記念事業を行いました。これら事業を行えたのもボランティアスタッフはじめ多くの皆様のご協力の
おかげです。これからも、平和で、一人ひとりが生きていることを喜び合える社会を目指し、助けを
求める声が聴こえた時に手を差し伸べる事が出来る団体としての役割をさらに果たせるように、地道
に活動を続けて参りたいと考えています。引き続き応援よろしくお願い致します。

カンボジア製の財布を送って頂きありがとうございます。とてもきれいな布で作られており嬉しく思っています。こちらに（引っ越して）
来てささやかですが寄付ということで参加させてもらえることを喜んでいます。貴法人の働きがいよいよ発展されますことお祈りします。
（兵庫県　寄付キャンペーン当選者様）
→お買い物、そしてご寄付でのご協力ありがとうございます。これからも皆様のお気持ちを現地に届けられるよう尽力して参ります。
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理事長交代スペシャル座談会理事長交代スペシャル座談会
～これからのセカンドハンド～

　昨年20周年を迎え、そして今年は理事長交代と、セカンドハンドにとって大きな節目を迎えてい
ます。そこで、「これからのセカンドハンド」をテーマに理事長の三木、前理事長の平野、理事のエ
ラリー、進行役として設立者の新田の4名を迎え、スペシャル座談会を行いました。

新　田 まず、三木さんに理事長を引き受けた理由をお伺いしたいのですが。

三　木 セカンドハンドのやってることがすごいおもしろいと思ったんですね。僕はセカンドハンドの意
義っていうのは、社団法人で人の集まりに過ぎないのに、そこでお金を集めて社会貢献できると
いう仕組み自体があることだと思っています。大げさかもしれないけど、これから日本が大変に
なっていく中で、みんなが参加しながら何かをやりとげる、しかも非営利の枠組みであるのは、
一つのモデルになるのではないかと。みんなが時間や品物やお金を持ち寄って何かが動くとい
う可能性をセカンドハンドがもっと強力になることで証明できるのではないかと思っています。

平　野 セカンドハンドは他の団体と交差する部分、すごくオープンで協力しているところがあります
よね。セカンドハンドが始まったころ、カナダの目線から日本の一般的なボランティア組織を
見たとき、実は結構閉鎖的に見え、上下関係も中にあるように見えました。セカンドハンドに
はそういうものがなかったのもあって、エラリーさんと私が活動しやすかったのもあると思い
ます。他の団体や行政とかいろいろな組織の違う在りかたを受け入れて、協力できる部分を見
つけて協力する、と言うところが好きだったし今も好きですね。

三　木 （組織構造として）みんながフラットな状態の中で、うまく回しててすごいなと。色々な非営利
の団体を知っていますが、これだけ大勢の人が関わっている組織で上手くやっているところは
ないと思っていたんです。また20年続いたってこともすごいなと思います。

新　田 外から見ていた印象はどうでしたか？

この20年で、セカンドハンドの在り方は変わってきました。最初は本を贈ることから始まり、組
織という感じではなかったんです。ボランティアの方々が支えてくれていて、良い仕組みだから…
と、なんとなく旗をふってきたというか。この団体どうするかとか、実は私自身は何も考えていな
かったんですけど（笑）ただ、セカンドハンド設立から半年というタイミングで阪神・淡路大震災
が起きて、こういう組織がある強みをすごく感じたんです。個人だとできることは限られてるか
ら。そこから少しずつ組織化してきました。エラリーさんも、約18年セカンドハンドを見てきて
ますが、どうですか？

新　田

エラリー これから理事としては、ユースの顧問というか、若い彼らを裏
で支えながら自分の知っている活動や情報を伝えていきたい
なと思ってます。たまたま今のユースが自分の長男の世代で、
こういう平和な日本の中でどうやって人間が成長していける
か、という疑問があって。問題意識をもって小さい活動からで
も自分のできることを少しずつやっていって、それを大きくし
ていけたら良いのかな、と。彼らにとってそのスタートがセカ
ンドハンドの活動であれば良いと思ったんですよ。私にとって
は今後数年の一番の目標です。

エラリー 私は、最初は単純作業のボランティアからスタートしたんですよね。仕事が面白くなくて…（※
注：三木理事長は当時のエラリーさんの上司でした！）、毎日17時～19時までセカンドハンド
に通ってましたね（笑）セカンドハンドの良さを初めて感じたのは、自分から「HPを作ろう」っ
て提案した時に「じゃあ、ぜひやってください」って（笑）「そんな団体なんやー」って。セカン

ドハンドという枠の中で目指しているところがあって、その範囲であれば自
分のやりたいことが自由にできる団体だと。「提案したことに根拠があって
出来得る範囲であれば、セカンドハンドが支えてあげますよ」というスタン
スなんだ、と感じたのはまさにその時でしたね。自分がやりたければできる
団体であるというのはすごく魅力的で、ある意味で非常に民主的なやり方
だと思いました。理事になって見えてきたことは、いろんな団体や個人と一
緒に協働していく中で、向こうの良いところと自分たちの良いところを併せ
てどうやって活動していくか。それが難しいなと感じたことはあります。

新　田 平野さんも娘さんの影響でユースの活動にコミットし始めてから、セカンドハンドの中核に関
わるようになりましたよね？

三　木 それって本当に難しいことですよね。セカンドハンドの強みは継続的に繋がっていって、自分
がやりたい時に行ける場所があることです。

新　田 ユースの活動は実は社会の色んなことに繋がっているというか、ここでの経験が社会に出
た時に活きることって多々あるんです。そういう人材育成の部分が一つ、「これからのセカ
ンドハンド」というテーマに繋がっていると思うのですが、三木さんは他にどんなことを期
待していますか？

新　田 そうなんですよね。役所は公平性という言葉に縛られ、できないことも多いけど、ボランティ
ア団体は公益性を持ちながらも、ニーズが高いことから選択して支援ができるから、その点
は強みですね。行政との本当の意味での協働ができるといいのですが。

三　木 これから期待することとしては、セカンドハンドがもう少し地域の中でできることを考えて
も良いのかなと思っています。少子高齢化の中で地域が難しいところにきている。その中
で、セカンドハンドが、これまでの国際協力に加えて地域との関わりで貢献できる可能性が
あるのではないかなと思っているし、個人的にはそういう可能性に関心があります。こうい
う地域の課題解決って、役所ではできないので住民がやるしかないんです。

三　木 最後にですが、セカンドハンドの課題を挙げると、変な例えになるけど、セカンドハンドの
倉庫の中みたいに、古いものが活用されずに残っていて忘れられてしまっているというの
が、20年経ったセカンドハンドの中にあると思うんです。棚卸というか、みんなでちゃんと
セカンドハンドの良いところを見据えた上で、支援者、ボランティア、ユース、理事、事務局
みんなの関わり方等をリフレッシュする必要があると思います。と同時に、僕のようなピラ
ミッド型の組織でいた普通のサラリーマンがセカンドハンドのようなフラットな組織で関
与するメリットっていうのは、これまでとは違う感覚を持ってみることができることにある
と思います。

平　野 はい。小指会（現ユース）の活動を通して、自分の娘の見方が変わっていくのを見て、やっぱ
りこれはすごい大切だと思いました。元ユースの子たちを見ていても今もちゃんとそれぞれ
が何かの形で繋がっていますよね。たとえば、仕事が国際協力関係だったり、何かのボラン
ティアをしたり。ユースの活動って、高松に居て活動をしていると本当に小さな活動に思え
るけど、その一人一人に対する影響がちゃんと繋がっていることを知って、やっぱりやってて
良かったと思いますよね。

　新体制となったセカンドハンドでは、これまでの20年で培ってきた良いところ、そして改
善すべきところを見直しながら、組織としてより強力になれるよう尽力していきます。益々
皆様のご支援、ご協力を必要としていますので、これからも応援よろしくお願いします！

こゆびかい
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　セカンドハンドは、香川におけるNGO、日本に
おけるチャリティーショップの先駆者で、大勢の
ボランティア、サポーター、応援企業、スタッフが
その歴史を紡いできました。ここ数か月、ボラン
ティアとしてお手伝いしてきて、どれほど多くの
方がセカンドハンドに関わり、自分の時間やモノ
をシェアしてくださっているかを知りました。お
互いに分け隔てなく、楽しく応援してくださって
います。創業時の精神が今まで息づいているの
は、素晴らしいと思います。
　ただ、このままで次の十年、二十年の間、セカ
ンドハンドが先頭を走り続けるのは、なかなか難
しいかな、とも危惧しています。今回、代表理事
の話をいただいたときに、もし、自分がセカンド
ハンドに役立つことがあるとすれば、その基礎

の部分をしっかりさせ、次の飛躍に向けて準備す
ることかな、と考えました。創業者新田さん、前
代表理事の平野さんは、県内外でよく知られて
いる一種のカリスマです。私は、組織の中で働い
てきた平凡な人間ですから、お二人のマネはで
きません。むしろ、組織での経験を生かして、セ
カンドハンドの体制を強固にし、活性化すること
を目標にしたいと思います。
　少子高齢化の中で、私たちの地域、社会は難し
いところに差し掛かっています。世界は、20年前
と同様、不公正と悲惨に溢れています。私は、セ
カンドハンドの組織のありよう、社会貢献の進め
方は、この難問への一つの優れた答えだと信じ
ています。
　会員、ボランティア、提供者、応援してくださる
皆さんが一緒になってセカンドハンドを盛り上げ
てくださいますよう重ねてお願いします。

※三木　誠
　元香川県職員。十数年間国際課で勤務。

理事長就任によせて

三木　誠

　2007年に就任いたしましたが、その間、皆さ
んのご尽力のおかげで、セカンドハンドは、カン
ボジアの自立支援や国内での人材育成などに試
行錯誤しながらも、さまざまな形で貢献してきま
した。また、2010年には公益社団法人になり、
2011年の大震災の際には、国内支援の経験を
通して、地域のボランティア団体としての意義を
再確認することができました。こうした数々の経

験を経て、昨年、発足した当時には、想像もでき
なかった20周年という大きな節目を迎えること
もできました。これもこれまでセカンドハンドを
支えてきてくださった皆さんのおかげだと思って
おります。
　セカンドハンドの理事長という大役を引き受
ける勇気を与えてくださったのは、セカンドハン
ドの活動を支えてくださっているボランティア、
サポーター、スタッフの皆さんです。微力なが
ら、理事長として皆さんと一緒にセカンドハンド
に関われたことを心から感謝しております。これ
からも変わらず関わり続けてまいりますので、引
き続きよろしくお願いいたします。

前理事長メッセージ

平野　キャサリン

理事長交代のご挨拶理事長交代のご挨拶
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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

　パワーシティ丸亀店の2階でお店を始めて4年、
パワーシティさんの店内改装に伴い2階のスペース
から同店内の1階に移転することになりました！今
のスペースでの営業は6月23日をもって終了し、7
月1日から新たに1階で営業スタートとなります。
夏物のアイテムなども対象とした移転オープンセー
ルも行いますので、皆様ぜひお誘いあわせの上お越
しください！

☆今年度の目標「15名の学生の奨学金支援！目標額75万円！」
　ユースに新たに6人のメンバーが加わりました。ひとりでも多くのカンボ
ジアの学生の支援をしたいと思い、皆でこの目標を立てました！新しいメ
ンバーで今までよりもさらに積極的に活動を行います！現在、第8回国際
協力ステージの企画中です。

☆定期街頭募金活動スタート！
　毎月第3土曜日の12時～13時に街頭募金を行います。次回は7/18（土）
に行う予定です。皆さんのご参加お待ちしています！
（E-mail）secondhand_youth@yahoo.co.jp

セカンドハンド・ユース

セカンドハンド京都

　6月6日（土）に京都
YWCAのあじさいバ
ザールに出店させて
いただきました。何度
か出店していることも
あり、リピーターが増
えてきて嬉しい限りで
した。今回は夏の季節
に合うストールがとて
も好評でした。引き続
き、スタッフ、出店情報
など募集しています！

店舗移転に伴う運搬作業、移転オープン時のお店
番をしてくださるボランティアスタッフを募集中
です！一緒にお店のオープニング作業をしてみま
せんか？

セカンドハンド丸亀店

第12
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～？」

～NEWボランティアスタッフ編～～NEWボランティアスタッフ編～
「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～？」

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

～NEWボランティアスタッフ編～

（はじける笑顔でいつもお店に花を咲かせて
くれる素敵な80歳。品物の仕分けや、食器拭
き等、いろいろな作業をお手伝いして頂いて
います）

　先日、カンボジア人医師の来日研修報告会に参加して、自分
のやっている事はすごく小さな事だけどそれが大きくなってこ
うやって繋がっているんだなと実感することができました。誰
かに自分が必要とされているのは嬉しいですよ。ここは人の善
意が生きている場所だと感じています。セカンドハンドは私の
生き甲斐です。自分に出来る事をやって、それが人の役に立っ
ているということが自分の喜びに繋がります。それに、一人暮
らしをはじめてボケないようにという気持ちもあります。家に
閉じこもってばかりいて、コミュニティーが狭くなってはいけま
せん。ここで活動することが自分のプラスにも繋がると思って
います。

　この1年でたくさんの方たちが新しくボランティアスタッフとして活動に参加し始めて
くださいました。今回はその中から2名をご紹介します。

（お店に品物を持って来たときに声をかけられ、
ボランティアを始める。トイレ掃除を任せたら、
この方の右に出る者はいない。いつもぴっかぴ
かにしてくれる）

　掃除が好きなので、好きなことを生かして人の役に立つ
ことができるなら、という思いで始めました。過去に自分が
困っているときに助けてもらった経験から、困っている人の
役に立ちたいと思うようになりました。自分のことだけを
考えていてはダメなんですよね。実際にボランティアをして
いたら身体の調子がよくなってきたので、人に対して優しさ
を向けることは、自分にとってもいい事なんだと思います。
セカンドハンドは私にとって「余生を楽しむ場所」です。自
分に出来る範囲でこれからも関わっていきたいと思ってい
ます。ぜひ皆さんも空いている時間を利用して、世の中の為
に自分の能力を発揮してほしいと思います！

竹本 政弘さん金川 澄代さん

新メンバーと初めての募金活動
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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20日～8月31日

■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
   吉田
   （Email）2handhokkaido@gmail.com
   http://www.facebook.com/secondhandhokkaido

■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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   〒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

☆このセカンドハンド通信は3ヵ月に一度発行しています。封筒作り、発送作業等をボランティアで行い、年4回会員（SOS会員や商品提供者等）に、その内2回を
　全国の支援者へ無料で発送しています。購読希望の方は、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：10時～18時
　　　　　　木は定休日

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
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街

駐輪場

片原町商店街兵庫町

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。ボランティア募集！

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。

日　程 内　容 場　所

6月29日（月） 未定  ※お問い合わせください12時～14時　JICA草の根技術協力事業
カンボジア医師アクションプラン発表会　

8月1日（土）・8日（土） セカンドハンド本部4階

チャリティーカルチャー教室「ゆかたを1人で着てみよう！」
会費：1,000円　※セカンドハンドの高松店・片原町店で使える
　　　　　　　　 200円のクーポンをプレゼント
申込：定員10名になり次第締め切ります

7月25日（土） セカンドハンド本部屋上

チャリティービアパーティー
会費：1,500円（食事・ワンドリンク付き） ※ドリンク持込可
申込期限：7月18日（土）
持ち物：マイ箸・マイカップ・タッパー

7月1日（水）～7月31日（金） セカンドハンド片原町店夏フェア

7月5日（日） 名古屋東急ホテルYOU倶楽部　夏の祭典

講演・講師派遣します
カンボジアの現状や日本に居ながらできる身近な国際協力のノウ
ハウなど、依頼に応じてスタッフが生の声をお届けします。まずは
事務局までご連絡ください。

募集中！
無地の裏紙・カラーコピー用紙（どちらもA4サイズ）、
プリンターインク・蛍光灯（メーカーや型番はウェブサ
イトに掲載しています）

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：セカンドハンド通信の無料発送（年4回）
　　　　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　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

商品提供の受付
秋物衣類：9月下旬まで
冬物衣類：9月中旬から
※季節を問わない物に関しては常時受付可
【持込先】セカンドハンド高松店
【送り先】これまでセシールさんに倉庫での荷物受取りを

ご協力いただいていましたが、今後はご都合に
よりご協力いただけなくなったため、当面は下記
宛に送付お願い致します。受取り場所などが決
まれば、お知らせします。

ゆうパック

電　話

087-861-9928

郵便番号

760-8799

宛　先

香川県高松市
高松中央郵便局留
高松市観光通1-1-18

クロネコヤマト 760-0051
香川県高松市田町12-7
ダブルス和田1階　
高松田町センター止め

宛　名

公益社団法人
セカンドハンド


