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ガイドオススメグッズとサービス 

使用済みトナーも財源に！ 文具をカンボジアへ 

「一般事務」  ガイド：平井 実穂子 2003年07月07日

 
オフィスや家庭に眠っている、中古文具を集めて、
文具の不足しているカンボジアの小学校に寄贈す
る。 
2002年3月より、京都のオフィス用品販売会社「カス
タネット」さんが取り組んできた活動です。 

 

 

 
私がその活動を知ったのは昨年の夏。お部
屋の引き出しをちょっと探してみただけで、こ
んなに出てきました。 
使いかけの消しゴムなんて4つも…。みつか
らないなら買っちゃえ！ということができる環
境に甘えてるな、と反省すると同時に、これ
を役立ててもらえるんだ！と嬉しく思い、さっ
そく送ったのです。

 

 

 
そして、2003年…オフィスや個人から寄贈された文具は、目標の5万点を超
え、カンボジアのプレックスバイ小学校など4校に文具を寄贈されました。 
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働きながらスキルアップ。
正社員よりも高い給与を得
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方法 

誰も教えてくれない、成功
するインターネット運営術
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結婚、出産後も働きたいな
ら、新たな道も視野に入れ
て準備しよう
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more..

単純作業を手伝ってくれる「猫の
手」ならぬ「お姫様」 三つ折り専
用！カンタン紙折り機 

コクヨの「タイトルブレーン4」使っ
てみました INDEXラベルは専用
機で楽々！ 

土日開催・1回完結の多彩な講座
を六本木ヒルズで 天空の教室…
ヒルズでレッスン！ 
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現在も、オフィスや家庭に眠っている文具を、引き続き募集していらっしゃい
ます。 
 

現在、カスタネットさんが集めているのは、鉛
筆、ボールペン等の筆記具(シャープペンシル
は不可)と、消しゴム、そしてノートです。 
使いかけのものでも、使えれば良いそう(ノー
トは使用したページをあらかじめ切り取ってお
きましょう)。 
 
カンボジアでは、現在も、写真のように小さな

黒板を使っているところも多く、ノートや筆記具は貴重かつ、最も必要なもの
なのです。 
【不要な文具が役に立つ…でもちょっと待って下さい】 

3月には、植木社長も、現地を訪問。カンボジアの子供たちに無事文具が届
いていることを確認して来られたそうです。 
 
6月、京都で行われた、この活動の報告会に私も参加して、お話をうかがっ
てきましたので、ご紹介しますね。

 
 
 
 
≪活動の報告をする、株式会社カスタネット
の植木社長。 
   
  

 

 

 
 
≪仕分け作業も手伝った、藤森中学の
生徒さんからも、 
報告がありました。

 
 
新たに学校で集めた、中古文具の
贈呈式も行われました。≫

ぱっと見よりもたくさんのリンク集
があります 一般事務INDEXサイ
トマップ 

PR
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1 「あの人はちょっと・・・」と言う
前に 苦手な人を作らない５
箇条

2 使っている言葉から自分自
身を知る 部下を批判する上
司はダメ上司？

3 自民を圧勝に導いた小泉純
一郎の政治手法を読み解く 
圧勝した「小泉流ポピュリズ
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4 仕切り上手は仕事ができる?! 
vol.２ 高評価を得る社内イベ
ント企画術

5 年商４億円と１億円の発明御
殿の主婦 主婦の発明、骨
盤矯正ベルト
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この記事の内容は2003年07月07日現在のものです。 

  

 
このお話を最初に聞いた時、一般事務ガイドとしての私がまず思ったことを
正直に書きますと、 
 
「オフィスに余ってる、ていうか、放置されてる文具は、まだ使える分捨てにく
い。寄贈するとなれば一気に片付けるきっかけにもなるし、一石二鳥かも」 
…ということでした。 
 
これはたいへんおこがましい考え方だったと思います。不足しているからとい
って、どんなものでもいいはずはない。 
実際、善意の、心のこもった寄贈に混じって、ほんの一部でしたが、ほとんど
ゴミ同然の文具が、いきなり送られてきたこともあるそうです。 
 
植木社長のお話の中で、印象的だったのは、 
 
「カンボジアでは、文具が不足しているだけてでなく、文具の種類も少ない。 
綺麗な色や、キャラクター付の文具を、子供はとても喜びます」 
 
…そうですよね。もちろん、キャラクター文具でなくったって、十分に役にたつ
し、喜んでもらえるでしょう。 
だけど、「使ってもらう」という気持ちで、選んで欲しいなと思います。 
 
数は少なくてもいいそうです。むしろ家庭に眠ってる、ノベルティや、雑誌のオ
マケのボールペン、お子様が大きくなって、使わなくなったキャラクター付き
のノートなど、喜んでもらえそうですよ。 
 
送付方法等の詳細は、こちらからお問い合わせ下さいね。 
 
【オフィスでもっとできること…使用済みトナーを寄贈する】 
 
集まった文具をカンボジアに送るには、かなりの送料がかかります。その財
源となったのは、使用済トナーカートリッジの売却益だったそうです。 
プリンタやFAXはオフィスの必需品。トナーが無くなれば交換しますけど、使
用済のカートリッジ、みなさまの会社ではどうされてますか？ 
リサイクルせずに捨てたり、プリンタの横に山積みしてる？それならぜひ、寄
付して欲しいのです。 
 
詳しくは次のページで！≫ 

   1 / 2  次のページへ  

 

 

 
ガイド：平井 実穂子 
大学在学中のアルバイトをはじめとして、以後、新卒での一
般事務職、派遣社員、事務系管理職まで、ほぼ20年の幅広
い事務歴を持つ。日商簿記1級、秘書検定準1級。 

このガイドの他のコンテンツも見る >> 
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女が薫る“華あり”携帯電
話 
惑わす酔わす、魔性のスカ
ート 
絶対手に入れたい美脚ブ
ーツ 

石ノ森ヒーローに学ぶ人類
愛 
艶やかなるステイタスサル
ーン 
ビッグバイクをタンデムで 

黒タートルで引き締めボデ
ィ 
女が宿る美しい手 

旬の食材でイタリアン！ 
新しい有田焼に出会う 
500円分のお買物ポイント
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今より年収UPする派遣の仕事 
働きながらスキルアップ。正社員
よりも高い給与を得る派遣とは？ 

コンビニで買いたい飲み物は 
秋になっておいしくなったベリー類
のジュースは身体にもおいしい 

新ビジネスで成功する方法 
誰も教えてくれない、成功するイン
ターネット運営術を伝授！ 

その仕事、一生続けられる？ 
結婚、出産後も働きたいなら、新
たな道も視野に入れて準備しよう 

あなたの理想の職場とは？ 
資格やスキルUP、自分の時間…
重視したい方にお薦めの働き方 

目の疲れを感じたら… 
その疲れに“ブルーベリー”！そ
のパワーの源とは？ 

見られる女から魅せる女へ！ 
魅せる女づくりを応援！大人の女
性向けウェブセレクトショップ 

All About ピックアップ

“スタイル”で住まいを選ぶ 
暮らしのポリシーを守ろう！ライフスタイル
を大切にする家探し 

99％の企業の問題点と解決法 
多くの企業が抱える問題とその解決法を紹
介！ 

衣類のカビや虫食いが心配… 
そんな悩みを解決！クリーニングから保管
までプロに任せよう 

飲むコスメで美人力を高める 
コラーゲンの吸収率を追求！女性の声か
ら生まれた噂のドリンク剤 

転職・派遣に有利な資格とは 
欲しいのは、結婚しても続けられる「手に
職」。どうやって学ぶ？ 

美容のプロたちも使ってる！ 
モデルやヘアメイクさんの間でも話題のス
キンケアとは？ 

大好きな花を一生の仕事に！ 
自宅レッスンで資格取得。受講中も卒業後
もサポート万全！ 

できる女性の素肌ケア 
ネットで簡単に知る人ぞ知る優秀スキンケ
アを手に入れる方法 

PR

【リクナビ派遣】で見つけた、私らしく働く仕事。 
残業は控えたい、スキルアップしたい、ライフスタイルや希望にあわせて働けるのが「派遣」
のお仕事。自分らしく働けるお仕事情報を毎日更新！ 
 
自分を磨く時間が欲しい。仕事に役立つ資格・検定。 
総額1000万円！受講料キャッシュバックのチャンス！日常の仕事にキャリアアップの武器は
眠っている。簿記、社労士、MOUS・・。資格取得はアナタ次第！ 
 

Ads by Google

オフィス、事務用家具 
オフィスもSO HOもシステム家具で お好みのデスク周りを自由に構築 
www.furniturehouse.co.jp/ 

アスクル 
約19,400アイテムをカタログから 選んで注文ください! 
www.kurodaseiseido.co.jp 

オフィス用品通販アスクル 
全国の法人様向けカタログ通販の アスクルカタログ無料配布中です 
http://www.bungul.com/ 
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