スラムに暮らす子どもたちの自立を支援する

衣類・毛布・バッグなどの
回収のおしらせ

前回の回収（2/1～）では、約５０００人の方々にご参加いただき、
約３３トンの衣類や毛布、バッグなどが寄せられました。
たくさんの皆さまのご協力ありがとうございました。

受付期間・送付先

＊受付品目・送付方法は裏面をご覧ください

所属団体

受付期間

送付先

宅急便の送り状に団体名をお書きください

●ＪＦＳＡ

２０２２年

（会員・支援メンバー）

●オイシックス・ラ・大地
（大地を守る会・Oisix）

●生活クラブ・東京
●パルシステム千葉
●ポラン広場
●生活クラブ虹の街（千葉）※
●団体に所属していない方

２０２２年

●生活クラブ・埼玉
●パルシステム茨城 栃木
●常総生協

〒２６０-０００１
千葉市中央区都町３ー１４ー１０
NPO法人ＪＦＳＡ 千葉センター

６月１日(水）
～７月３１日(日) 到着まで

※生活クラブ虹の街組合員の皆さま

☎ ０４３ー２３４ー１２０６（木曜定休）

◆配達便での回収：5/16（月）～5/27（金）
生活クラブ虹の街からのチラシ（5/2～配布）をご覧ください
◆デポー回収（浦安除く）：6/1(水)～6/6(月)
8/1(月)～8/5(金)
＊デポー回収は組合員以外の方もご参加いただけます

２０２２年

●ホームページをご覧の方

６月１日(水）
～９月１５日(木) 到着まで

２０２２年

６月１日(水）
～７月３１日(日) 到着まで

〒260-0001 千葉市中央区都町３-１４-１０
NPO法人ＪＦＳＡ 千葉センター ＷＥＢ係

６月１日(水）
～７月３１日(日) 到着まで

〒２７７-０８１３
千葉県柏市大室１７６ー１
NPO法人ＪＦＳＡ 東葛センター

☎０４３ー２３４ー１２０６（木曜定休）

☎ ０４ー７１１０ー０９８４（不定休）

◆◆JFSAの活動・古着のゆくえ◆◆
●「子どもたちが学びつづけるため」のリユース事業
回収した衣類などはJFSAで選別し、約２割は日本国内でリユース販売します。パキスタ
ンには年間約１００トン輸出し、現地で販売されます。
私たちは、衣類や毛布、バッグなどの行く先に暮らす人々と協力することを目的として
います。そして、双方の立場から資源の流れを考えて、お互いに役に立てていくことが、
人と人の支えあいによる豊かな社会を作るたいせつなことだと考えています。

●「アル・カイールアカデミー」について

【コンテナ送り出し！】（右写真）
３／２４に、４０フィートのコンテナ
で、２４トン６６１キロの古着などを
パキスタンに送り出しました！
一つ５０キロに圧縮梱包した古着の包
みが５６３個積まれています。
次回は６月頃を予定しています。

ご家庭からの
衣類・毛布
バッグなど

「アル・カイールアカデミー」は、１９８７年にカラチ市のスラム地区で
１０人の子どもと１人の先生で始まりました。学校の経費は寄付に頼ってい
JFSA
ましたが、自立した運営をするためにJFSAと協力して販売事業を始めました。
JFSAから輸入した衣類や毛布、バッグなどはパキスタンで卸販売し、収益は
利益が学校の
学校の運営費（先生のお給料、子どもたちの教材費）に使います。
運営費に
今ではカラチ市内（パキスタン最大の都市）に本校と７つの分校とカレッジが
あります。北部の山岳地域にも分校があり、全生徒数は約４５００人です。
２１０名いる先生のうち、４２名が学校の卒業生です。学校で学んだ生徒たちが親になり、自分の子
どもを通わせている家庭も増えています。
アル・カイールアカデミーでは、働きながらでも学校に通えるよう、本校では午前と午後の二部
制、分校とカレッジでは午前中のみ授業をおこなっています。

国内リユース
販売（約 2 割）

●国内リユースの促進

子どもたちの自立を目指した教育活動は、
長い時をかけて実を結びます。支援する
活動も継続していくための事業基盤を
しっかりと作ることが必要だと考えます。
リユース販売は、千葉県内２ヵ所（千葉市・柏市）
にあるJFSAの拠点にて、倉庫と併設した古着ショップを
設けて行なっています。ショップでは、地域に暮らす
人々、古着好きの若者など、多様な人々と関係を結び
ながら、継続できる事業を作っています。

パキスタン輸出
販売（約 8 割）

【アル・カイールアカデミー第6分校】（右写真）
第6分校は、本校から車で10分ほどのヤルー地区に2015年に開
設されました。この地区から本校に通ってきていた少女がいまし
たが、通学の道は子どもには安全ではありませんでした。そのた
め、最初は空き家の工場を借りて学校を開きました。周辺の子ど
もたちが次々と入学して手狭になったため、2017年に新校舎を
建設し、今は600人以上の子どもたちが学んでいます。

千葉市にある
古着ショップ
「チャルカバザール」
倉庫の一画もお店に
なっています♪

今回の受付品目

回収は年3回（2月～、6月～、10月～）行なっています。受付品目は期間ごとに一部変わります。
ご不明な点がある場合は、JFSAまでお問い合わせください。（TEL043-234-1206 木曜休）

ＪＦＳＡに寄せられた衣類などは全てリユース販売しています。目的にかなった活用をするために、受付品目は以下の条件に合うものに限ります。

★しみ、汚れ、破れ、毛玉、縮みがないもの ★洗濯済のもの

（クリーニングのハンガーやビニールは外してください）

×××××××××× 以下の品目は集めていません ×××××× 特にご注意ください ××××××××××××××××
スカート、 キュロット、 女性スーツ、 女性トレーナー、 女性フリース、 マット類、 柔道着、 制服、 作業着、 水着、 大人用スキーズボン、 布団、 枕、 中古パジャマ、 中古エプロン

●以下のものは新品のみ
品名

備考/注意事項

品名

新品女性下着

ブラジャー・ガードル・ ボディスーツの
3点は中古も可

新品靴下（大人用・子ども用） 中古不可、ストッキング不可

新品男性下着

半袖・ランニング・ブリーフ・ トランクスの
4点は中古も可

●以下のものは中古も可
品名

新品パジャマ
新品枕カバー
新品エプロン

(
新女
品性
に用
近は
い主
も に
の国
を内
お販
ね売
が用
いで
し す
ま。
す
。

中古不可

備考/注意事項

タオル

バスタオル、フェイスタオル、ミニタオル
名入りのタオルも可 サイズ問わず
新品・中古は袋を分けてください

タオルケット

ハンカチ

新品・中古は袋を分けてください

掛敷布団カバー
シャツ・ブラウス
Tシャツ・ポロシャツ 長袖・半袖・ノースリーブ
ワイシャツ
×女性用キャミソール不可×
カットソー

テーブルクロス

テーブルを覆えるサイズ

カーテン

レースカーテンも可

生地・服地

２ｍ以上・反物可

×敷きパッド不可、ベッドパッド不可×

男性用
×女性用トレーナー・フリースは不可×
トレーナー・フリース

男
性
・
女
性
）

中古不可

品名

シーツ

大
人
用
衣
類

未開封のもの、中古不可

＊特に男性物衣類が不足しています。ご協力お願いいたします
備考/注意事項

毛布、綿毛布
寝
具
類

備考/注意事項

ジャンパー・コート
ジャケット

季節問わず
ダウンジャケット、毛皮、革ジャンも可

ジャージ
セーター

上下セットも可
季節問わず（夏物も可、カーディガン・ベストも可）

ワンピース

季節問わず

長ズボン

スカーフ・ストール ×マフラー不可×
衣
類
以
外

帽子

子ども用可、×麦わら不可×

靴

新品同様のみ、子ども用も可
×ロングブーツと上履き不可×

大人用手袋

新品同様のみ

大人用革製ベルト 新品同様のみ
バッグ類

カビ・汚れに注意
リュックも可 ×ランドセル不可×

新品同様のみ
×男性用ビジネススラックスは不可×
×女性用7分丈5分丈は不可×

財布、ポーチ

カビ・汚れに注意

ジーンズ

女性用は新品同様のみ
×女性用7分丈5分丈は不可×

男児夏服

男性用スーツ

上下セットのみ、ネーム刺繍可
×女性用スーツは不可×

男性用短パン
女性用スパッツ

×女性用短パンは不可×
×男性用スパッツは不可×

ネクタイ
ベ 子 女児夏服
ビ ど 冬服
ーも
服 服 下着類

甚平

サイズ問わず 記名可
新生児～120ｃｍまで

記名可

新生児～120ｃｍまで

記名可

布おむつ、オムツカバー、
トレーニングパンツも可
上下セット 記名可

・緊急の場合→被災支援などで衣類等が必要だと判断したときは、アル・カイール ●切手や金券類も集めています
・ 未使用切手 ・未使用郵便ハガキ（書き損じ、年賀状、往復はがき）
事業グループと相談し、一部を使うことも考えます。 どうぞご理解ください。
・グループ、会社などでご協力いただく場合は事前にＪＦＳＡにご相談ください。
・ 未使用カード類（クオカード、テレホンカードなど）
・ 金券類（ビール券、商品券など

❖宅配便で送付の方はこちら（送り先は表面でご確認下さい ＊事前予約、配達日時の指定は必要ありません）
●梱包方法

●送付方法

・段ボール箱は使わないでください。＊保管のための場所が必要なため

・郵便、宅配便でお送りください。

・シーツなどの大きい布で包むか、ごみ袋などのビニール袋（二重にして）、
紙袋、大きめのバッグなどに入れ、中身が出ないように紐をかけたりテープ
でとめるなどしてください。＊包装はできるだけ簡単にお願いします。

・JFSAまでの送料はご負担ください。

・クリーニングのハンガーやビニールは外してください。

・送り状の備考欄に、所属団体名をお書きください。
＊団体に所属していない方は、JFSAを知ったきっかけ
（ホームページで、友人から等)をお書き添えください。

❖ＪＦＳＡ千葉センター・東葛センターへ直接のお持ちこみをご希望の方はこちら
＊予約制で受け付けます ＊予約申込み受付は、２０２２年５月２０日（金）より開始

＊１回につき３袋（ゴミ袋４５Lサイズ）まで

申し込み先≫≫≫ 電話 ０４３ー２３４ー１２０６（9時～19時木曜定休日） メール jfsa@f3.dion. n e. j p
★WEBでの予約(24時間可）…JFSAホームページの「衣類・毛布・バッグなどの回収」ページ内よりお進みください。

予約受付ページ

申し訳ありませんが、予約をされていない方のお持ちこみは受け付けていませんのでご注意ください。
＊ 「持ち込み受付表」はホームページからダウンロードいただけます。
ご希望される方には、郵送またはメールにて「持ち込み受付表」をお送りいたします。
＊受付期間の後半になると予約が混み合います。

※受付期間中に衣類などをお送りいただいた方には、次回のご案内や活動紹介などをJFSAから直接お送りします。

