
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAFCAは、車いすや奨学金で 

障がいのある子どもたちが学校で勉強 

し、社会の中で自立することを目指して、2017年に 『障が

い児教育支援基金』 を立ち上げました。これまでのタイ、イン

ドネシアに加え、2019年度から新たに中国雲南省が基金の

支援対象地域になりました。2019年度の活動の様子や子

どもたちの成長をご報告します。 

はじめに 

   障がいの有無に関わらず、年齢や学力に応じて

質の良い教育を受け、生活や社会の中で自立を目

指す権利はすべての子どもたちに平等にあります。 

   しかし、WAFCA が車いす支援活動を行っている

タイ、インドネシア、中国雲南省の農村部や貧困地域

では、経済的・社会的理由で未だに就学や通学が困

難な障がい児が多くいます。 

   例えば、タイでは障がい児の初等教育の就学率

は上がっていますが、高校や大学進学を支援する公

的機関がなく、一気に進学率が下がってしまいます。 

インドネシアでは政府の予算不足から、保護者が

立ち上げた私設の特別支援学校も多く、授業料や制

服代が大きな負担となっています。 

中国雲南省は人口の約 6割が貧しい山岳地

域に暮らす少数民族です。協働している雲南特殊教

育職業学院でも、少数民族出身で障がいのある多く

の学生たちが寮で生活しながら学んでいますが、食費

や生活費の仕送りが少なく困っています。 

   これらの課題解決に取り組むため、2019年度

は 74名（組）の支援者の皆様より合わせて

5,218,390円の寄付金をいただき、タイで 44名、

インドネシアで 30名の計 74名の障がいのある子ども

たちの就学・通学をサポートすることができました。 

支援により、タイでは 8名の子どもたちが高校、

専門学校、中学校、小学校を卒業（課程を修了）

し、7名が進学を予定しています。（進級予定：30

名、留年：2名、事情により通学を継続せず：4

名） 

また、インドネシアでは授業料や通学に必要な費

用を支援できたことで 30名全員が通学を継続、 
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11名が高校、中学校、小学校を卒業

（課程を修了）し、11名全員が進学を

希望しています。 

新型コロナウィルス感染症拡大の影

響により、中国のへ奨学金支援は延期し

ておりましたが、2020年 6月 1日に 50

名の学生に奨学金が贈られました。 



 

2019年度 タイの支援実績 

支援内容 人数（重複あり） 合計金額（円） 

奨学生キャンプ inバンコク開催費 22名 1,014,846 

通学や帰省のための交通費 17名 234,500 

進学相談・サポート（入試のための交通費等） 11名 115,500 

通学用の自転車、電動車いす、スポーツタイプ車いす 8名 115,500 

テキスト・教材費 7名 49,000 

日本研修費 2名 543,760 

寮・アパート代 2名 145,250 

学校のバリアフリー設備工事費（式典開催費含む） 2名 236,180 

給食代 2名 28,000 

学校内での介助者の人件費 1名 52,500 

おむつ代 1名 21,000 

奨学生の事前調査・フォローアップのための職員の出張費 ― 224,527 

合計（円） 2,780,563 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 愛称（年齢 2020/5 時点） 

名前 
写真 県／学校（2019年度の学年） 支援内容／次年度の予定 

1 

トゥムタム君（22歳） 
アナン・パンバーン 

 コンケーン県／シーサンワン特別支援学

校（高等部 2年生） 

スポーツタイプの車いすを支援、キャンプに参加／高

校 3年生に進級予定 

2 

オイルさん（21歳） 
ウィラダー・パティターン 

 チョンブリー県／パタヤ・レデンプトリスト高

等専門学校（3年生） 

無事に高専を卒業、車いすバスケのタイ代表チーム

に専念するため進学しない 

パーティー君は重症筋無力症で歩くことはできませんが、日常生活の

身の回りのことは自分でできます。WAFCA から車いすを提供したとき 6歳

のパーティー君は未就学だったため、学校に行くことを勧めました。おばあさん

はすぐに近所の小学校に入学申請に行き、校長先生は入学を認めてく 

れました。車いすを持っていたおかげです。入学

後、トイレの手すりと教室からトイレまでのスロープ

がなくて困っていることがわかりました。WAFCA が

資金を提供し、学校が地域の人々から協力を得

て、設備を完成させることができました。すっかりク

ラスに馴染んだパーティー君は学校が大好きにな

り、勉強もがんばっています！ 
クンピパット・クンハナー（パーティー）君 

ナムナーチャルーン県ソムサアートヌクン学校 小学 1年生（8歳） 

 

タイの奨学生一覧 

2 

▲新しくできた校舎前の手すりとスロープ 

 



 

3 

ワイン君（22歳） 
ジェッサダー・ジャンポーパン 

 ノンカーイ県／レデンプトリスト高等専門

学校（3年生） 

スポーツタイプの車いすを支援、キャンプに参加／高

専を卒業、同学校の短大へ進学予定 

4 

ドリームさん（21歳） 
ワニサー・ジッパンヤー 

 ウボンラチャタニー大学（1年生） アパート代を支援、キャンプ、日本研修に参加／同

大学 2年生に進級予定 

5 

エー君（21歳） 
スティポーン・パコットム 

 ロイエット県／パトゥムラット区ノンフォーマ

ル学校（高校課程 3年生） 

教材費を支援、キャンプに参加／ノンカーイ・レデンプ

トリスト高等専門学校に進学予定 

6 

マン君（9歳） 
ラーメーン・チュンチャート 

 ブリラム県／バーン・コクマイデーン・フアク

ラサン学校（小学 3年生） 

教材費を支援／同学校の小学 4年生に進級予

定 

7 

シット君（13歳） 
ピシックン・チュンチャート 

 ブリラム県／バーン・コクマイデーン・フアク

ラサン学校（中学 1年生） 

教材費を支援／同学校の中学 2年生に進級予

定 

8 

ジョータン君（14歳） 
ティナポップ・ソマウォン 

 ブリラム県／バーン・チョーパカー学校

（中学 2年生） 

交通費と教材費を支援、キャンプに参加／同学校

の中学 3年生に進級予定 

9 

マイファさん（15歳） 
モンティチャー・マクムレック 

 ブリラム県／バーン・ノンワーン学校（中

学 3年生） 

進学相談／中学を卒業、サトゥー工業コミュニティカ

レッジに進学予定 

10 

ノイさん（18歳） 
バンティター・ウォンフーン 

 チョンブリー県／パタヤ・レデンプトリスト高

等専門学校（2年生） 

スポーツタイプの車いす、交通費を 

支援、キャンプに参加／同学校の 

3年生に進級予定 

11 

オー君（19歳） 
ラタタマヌーン・カサムラム 

 ブリラム県／ラチャパット大学（1年

生） 

進学相談／卒業した高専の手続きミスで、大学入

学の時期が延期になっていた。後期から大学で履

修、進級は未定 

12 

ケン君（14歳） 
サモーン・ラントンラーン 

 ブリラム県／バーン・トゥンジャンハン学校

（中学 2年生） 

教材費を支援、キャンプに参加／同学校の中学 3

年生に進級予定 

13 

トー君（16歳） 
ナロンリット・トンター 

 スリン県／ラット・パッタナー学校（中学

3年生） 

通学用自転車を支援、キャンプに参加／中学 3年

生に留年 

14 

ナムワンさん（18歳） 
サランジット・コフアデーン 

 スリン県／ラット・パッタナー学校（中学

3年生） 

おむつ代を支援、キャンプに参加／パタヤ・レデンプト

リスト高等専門学校に進学予定 

15 

プラーさん（16歳） 
ナンタカー・フームフック 

 スリン県／ヴィラワット・ヨーティン学校

（高校 1年生） 

学校にバリアフリー設備を支援、キャンプに参加／同

学校の 2年生に進級予定 

16 

ファーストさん（16歳） 
ジンタパパー・サイヤー 

 

シーサケット県／カンタラロム区ノンフォー

マル学校（高校課程 1年生） 

電動車いす修理代、教材費を支援／同学校の 2

年生に進級予定 

17 

チャート君（16歳） 
アピチャート・ソンクラム 

 

ウボンラチャタニー県／バーン・ノンボーワ

イ・ディンダム学校（中学 3年生） 

交通費を支援、キャンプに参加／無事に中学を卒

業。進学しないため支援を終了 

18 

パイさん（16歳） 
ポーンウィパー・プアンパイワン 

 ルーイ県／ジラワノン・ウィーティット第 4

学校（中学 2年生） 

交通費を支援／同学校の 3年生に進学予定 

3 



 

19 

プーカオ君（12歳） 
ジラサック・シーダーハオ 

 

ルーイ県／バーン・コックポーセンイアム学

校（小学 6年生） 

学校での介助人件費（おじいさん）を支援／無事

に小学校を卒業し、プールア区ノンフォーマル学校の

中学課程に進学予定 

20 

ジョー君（16歳） 
クリッサナポーン・アートシラー 

 

ルーイ県／バーン・ドンノイ学校（中学

1年生） 

交通費を支援／同学校の 2年生に進級予定 

21 

フィルム君（14歳） 
チャイピパット・チャムナムクン 

 

2019年に小学校を卒業後、中学進

学を目指して自宅学習 

進学相談／クッナムサイ・ピッタヤコム学校（中学 1

年生）に入学予定 

22 

ユイさん（10歳） 
ラチャニチャイ・スアントー 

 

チャヤプーム県／バーン・ワーンアイジー

学校（小学 4年生） 

教材費を支援／同学校の 5年生に進級予定 

23 

ピムさん（16歳） 
ピンパー・チュアウォンカム 

 

ランパーン県／バーン・ナムジョー学校

（小学 6年生） 

交通費を支援／トンティップ・ウィッタヤー学校（中

学 1年生）に進学予定 

24 

プン君（12歳） 
ワチャラウィー・クンティー 

 

ランパーン県／バーン・メーリアン学校

（小学 6年生） 

交通費を支援／セームクワー・ウィッタヤー学校（中

学 1年生）に進学予定 

25 

ベル君（10歳） 
サラウット・マックムーン 

 

ランパーン県／バーン・タークイエン学校

（小学 4年生） 

交通費を支援／同学校の 5年生に進級予定 

26 

ボール君（15歳） 
ナロンデック・カラトーン 

 

ノンタブリー県／シーサンワン特別支援

学校（小学 5年生） 

交通費を支援、キャンプに参加／ 

同学校の 6年生に進級予定 

27 

オイさん（18歳） 
ウィチュダー・ピラー 

 

シーサケット県／カンタラロム区ノンフォー

マル学校（高校課程 1年生） 

ノンフォーマル学校への入学をサポート、キャンプに参

加／同学校の 2年生に進級予定 

28 

ボート君（18歳） 
ナタポーン・ブラパー 

 

シーサケット県／自宅学習 県外の高等専門学校への進学を後押ししたが、本

人に進学希望がなかったため支援を終了 

29 

ネイさん（18歳） 
オラパン・ポントーン 

 

ウボンラチャタニー県／プッターメータ・ウィ

ッタヤー学校（中学 1年生） 

学校で提供される有料の朝食費を支援し、定期的

な通学は継続できた。しかし、離婚して離れて暮らし

ていたお母さんと一緒に住むためシーサケット県へ転

居したが、同居していた家族も学校も住所や連絡

先がわからず調査中。 30 

マイさん（19歳） 
オラワン・ポントー 

 

ウボンラチャタニー県／プッターメータ・ウィ

ッタヤー学校（中学 1年生） 

31 

トンクラー君（15歳） 
タナコーン・ロープコープ 

 

チョンブリー県／タンタララック学校（中

学 1年生） 

キャンプに参加／同学校の 

2年生に進級予定 

32 

フォンさん（18歳） 
カノックワン・スンタラノン 

 

チャンタブリー県／ノンフォーマル学校

（高校課程 1年生） 

進学相談／同学校の 2年生に進級予定 

33 

ジーハンさん（8歳） 
インティラー・ブッナムペット 

 

チョンブリー県／チョンブリー特別支援学

校（小学 2年生） 

交通費を支援／同学校の 

3年生に進級予定 

34 

ウさん（20歳） 
ウィナダー・チャルーンシリ 

 

チョンブリー県／パタヤ・レデンプトリスト高

等専門学校（2年生） 

交通費を支援／同学校の 

3年生に進級予定 

４ 



 

 

2019年度 インドネシアの支援実績 

支援内容 人数（重複あり） 合計金額（円） 

学用品購入費 22名 65,200 

制服代 20名 76,240 

授業料 17名 159,360 

薬代（オムツ・栄養ミルク・ビタミン剤等） 14名 58,400 

課外授業費 11名 30,400 

定期試験受験料 9名 32,400 

教科書・教材費 ６名 17,200 

入学金 4名 24,800 

補習授業費（家庭教師） 4名 12,800 

リハビリ代 4名 14,000 

交通費 3名   8,400 

合計（円） 499,200 

35 

オーム君（20歳） 
アナンタチャイ・シーサアート 

 

ノース・バンコク大学（2年生） 大学の寮（アパート）代を支援／ 

日本研修に参加。同大学の 

3年生に進級予定 

36 

バス君（15歳） 
シラシット・ムアンジャン 

 

コンケーン県／シーサンワン特別支援学

校（中等部 2年生） 

スポーツタイプの車いすを支援、キャンプに参加／同

学校の 3年生に進級予定 

37 

サック君（17歳） 
ジャトゥロン・カムヤイ 

 

ノンカーイ県／レデンプトリスト高等専門

学校（1年生） 

入試受験、電動車いす、交通費を支援、キャンプに

参加／1年生の必須科目を修了できなかったため

留年 

38 

オンさん（18歳） 
パニター・セーントーン 

 

ノンカーイ県／レデンプトリスト高等専門

学校（1年生） 

入試受験、交通費を支援、キャンプに参加／同学

校の 2年生に進級予定 

39 

ゴット君（10歳） 
クリッサナポーン・トーンサムリー 

 

チョンブリー県／チョンブリー特別支援学

校（小学 4年生） 

交通費を支援／同学校の 

5年生に進級予定 

40 

ファーサイさん（8歳） 
ナティダー・パンウォン 

 

チョンブリー県／チョンブリー特別支援学

校（小学 2年生） 

交通費を支援／同学校の 

3年生に進級予定 

41 

ガーフィールド君（13

歳） 
タナティップ・ティエントーン 

 

チョンブリー県／チョンブリー特別支援学

校（小学 4年生） 

交通費を支援／同学校の 5年生に進級予定 

42 

パーティー君（8歳） 
クンピパット・クンハナー 

 

ナムナーチャルーン県／ソムサアートヌクン

学校（小学 1年生） 

学校にバリアフリートイレ設備を支援／同学校の 2

年生に進級予定 

43 

ユーンさん（19歳） 
ブンユーン・ナムポンクラン 

 

アユタヤ県／ワーンノイ区ノンフォーマル学

校（中学課程 1年生） 

交通費を支援／同学校の 

2年生に進級予定 

44 

マートさん（15歳） 
ポーンシリ・パイジット 

 

チョンブリー県タンタララック学校（中学 2

年生） 

キャンプに参加／同学校の 3年生に進級予定 

５ 



 

 

インドネシアの奨学生一覧 

 名前（年齢 2020/5時点） 写真 県／学校（2019年度の学年） 支援内容／次年度の予定 

1 

ナビル君（14歳） 
ナビル フィルジャトゥッロー スルヤンダル 

 北ジャカルタ／231 スンペルバラット中学

校（2年生）→ホームスクーリングに変更

（障害が重くなったため） 

補習授業費の一部、薬代を支援／ホームスクー

リングにて中学 3年生課程修了を目指す 

2 

アルファ君（10歳） 
M アルファ リツキ 

 ブカシ市／公立スパンジャン・ジャヤ第 8

学校（小学 4年生） 

制服代、教科書代、課外授業費の一部、学用

品購入費を支援／同校 5年生に進級予定 

3 

クララさん（16歳） 
クララ ムティアラ 

 タンゲラン県／アディッヤ・スリィ・アシ特別

支援学校（中等部 2年生） 

授業料の一部、定期試験費用、学用品購入費

を支援／同校 3年生に進級予定 

4 

プトゥリさん（10歳） 
プトゥリ ウランダリ 

 タンゲラン県／ダルルファッター小学校（3

年生） 

授業料の一部、制服代、教科書代、定期試験

費用、補習授業費の一部を支援／同校 4年生

に進級予定 

5 

ニサさん（9歳） 
アジファ ムムタザ コイルンニサ 

 タンゲラン県／サヒダー・ハラパン・ブンダ特

別支援学校（小学部 3年生） 

授業料の一部を支援／同校 4年生に進級予

定 

6 

アルド君（17歳） 
M アルドゥリ 

 ブカシ市／アッタクワ・コタブカシ高等学校

（2年生） 

授業料の一部、制服代、定期試験費用を支援

／同校 3年生に進級予定 

7 

アウラさん（22歳） 
アウラ ファラディバ ダルマワン 

 ボゴール県／アルクルアン・イスラム特別支

援学校（中学部 3年生） 

授業料の一部、制服代、教科書代、定期試験

費用を支援／同校高等部へ進学予定。 

8 

アランさん（20歳） 
アラン サギタ アラムシャ 

 ジャカルタ／マハディカ第 4高等専門学校

（2年生） 

授業費の一部、制服代、課外授業費、学用品

購入費、薬代を支援／同校 3年生に進級予定 

9 

カリンさん（18歳） 
カレニア イクサニ リスキー 

 ブカシ県／公立特別支援学校（小学部

5年生） 

制服代、課外授業費、リハビリ代の一部、学用

品購入費、薬代を支援／同校 6年生に進級予

定 

10 

サンディ君（16歳） 
シャンディ ドゥイ プルマナ 

 タンゲラン県／バクティルフール特別支援

学校（中等部 2年生） 

授業料の一部を支援／同校 3年生に進級予

定 

11 

アディット君（23歳） 
アディッヤ アフマッド プリアンディニ 

 ブカシ市／フィリアル・ブカシ特別支援学校

（中等部 3年生） 

授業料の一部、学用品購入費を支援／同校高

等部に進学予定 

12 

マウディさん（17歳） 
マウディ アニサ 

 ブカシ市／フィリアル・ブカシ特別支援学校

（中等部 3年生） 

入学金（未払い分）、授業料の一部、課外授

業費を支援／同校高等部に進学予定 

13 

デナ君（20歳） 
デナ ロヒャナ チャハヤディ 

 ブカシ市／フィリアル・ブカシ特別支援学校

（中等部 3年生） 

授業料の一部、学用品、薬代を支援／ 

同校高等部に進学予定 

14 

アリオ君（12歳） 
M アリオ プリハンディト 

 北ジャカルタ／公立ルマジャ小学校（5

年生） 

授業料の一部、制服代、学用品購入費、薬代

を支援／同校 6年生に進級予定 

15 

アジス君（12歳） 
アブドゥル アジス シャバニ 

 西ジャカルタ／公立スリィピ第 18 パギ小

学校（5年生） 

制服代、交通費の一部、補習授業費の一部、

学用品購入費用を支援／同校 6年生に進級

予定 
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16 

ラフマット君（15歳） 
ラフマットゥッロー 

 ブカシ県／ヌルルフダ MTS ムスリム学校

（中等部 3年生） 

定期試験費用、課外授業費、薬代を支援／同

校高等部に進学予定 

17 

アズカ君（8歳） 
アズカ アルファティ 

 ボゴール県／バトゥ・トゥリス２ボゴール小

学校（小学２年生） 

制服代、リハビリ費用の一部、学用品購入費、

薬代を支援／同校 3年生に進級予定 

18 

ディエリ君（14歳） 
M アブディエル ヌラジーブ 

 南ジャカルタ／ウラカ・プンチャ・レバック・ブ

ルス特別支援学校（中等部１年生） 

授業料の一部、制服代、課外授業費、学用品

購入費、薬代を支援／同校 2年生に進級予定 

19 

アシィさん（1８歳） 

アシィ 

 ブカシ県／公立タマンラハユ第 2小学校

（6年生） 

制服代、課外授業費、学用品購入費、薬代を

支援／中学進学予定（学校未定） 

20 

レストゥ君（18歳） 
レストゥ バグス ウィジャヤント 

 ブカシ県／公立セトゥ第 1高等学校 

（3年生） 

制服代、課外授業費、学用品購入費、薬代を

支援／高等専門学校・大学進学を目指して家

庭学習を継続する予定 

21 

エカさん（14歳） 
エカ アマンダ フェブリアン 

 ボゴール県／マカルサリ・チビトゥン第 1特

別支援学校（小学部 6年生） 

入学金（未払い分）、授業料の一部、制服

代、定期試験費用、学用品購入費を支援／中

学校進学予定（学校未定） 

22 

ライハン君（15歳） 
ライハン エルサプトゥラ 

 ブカシ市／公立コタブカシ第 36中学校

（1年生） 

制服代、課外授業費、学用品購入費、薬代を

支援／同校 2年生に進級予定 

23 

アウリアさん（13歳） 
アウリア アグスティン 

 ブカシ市／ボジョン・メンテン小学校（6年

生） 

制服代、学用品購入費、薬代を支援／中学校

進学予定（学校未定） 

24 

ワヒュ君（14歳） 
ワヒュ クルニアワン 

 タンゲラン県／アル・ムバロック・イスラム小

学校（6年生） 

授業料の一部、制服代、課外授業費、交通費

の一部、学用品購入費、薬代を支援／同校中

等部に進学予定 

25 

レナルディ君（14歳） 
レナルディ クルニアワン 

 ブカシ県／公立ミラシ・チビトゥン中学校

（1年生） 

制服代、定期試験費用、学用品購入費、薬代

を支援／同校 2年生に進級予定 

26 

イッザ君（12歳） 
イッザ アルファンディ 

 ブカシ県／タルビヤ・ABK・サキナ―特別

支援学校（小学部 1年生） 

授業料の一部を支援／同校 2年生に進級予

定 

27 

アデリアさん（16歳） 
アデリア 

 ホームスクーリング小学 6年課程 補習授業費の一部、学用品購入費を支援／ホ

ームスクーリング中学 1年課程を行う予定 

28 

ロシャーさん（17歳） 
ロシャー ナビラ ヌル ファティア 

 デポック県／ヤムペリ・デポック高等学校 

（2年生） 

制服代、教科書代、課外授業費、交通費の一

部、リハビリ費用の一部、学用品購入費を支援

／同校 3年生に進級予定 

29 

チュットさん（15歳）  
チュット レニルダ 

 ブカシ市／ヤマッド中学校（2年生） 入学金（未払い分）、授業料の一部、制服

代、教科書代、定期試験費用、学用品購入費

を支援／同校 3年生に進級予定 

30 

フィアン君（15歳） 
アルフィアン トゥリ ウィドド 

 ブカシ市／ヤマッド中学校（2年生） 入学金（未払い分）、授業料の一部、制服

代、教科書代、定期試験費用、学用品購入費

を支援／同校 3年生に進級予定 
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中国の奨学生一覧 

钱佳 陈虹米 胡作鹏 自罡 林正友 颜吕宏 徐基魁 李蓉 曹宸源 李建梅 

朱建明 刘发洋 杨顺英 卢加柳 李麒 王玮 张鑫 马如松 张衡 乔树高 

李开娥 韩蓉 杨开芬 刘春虎 李心辰 段懿姝 杜双妃 杨元绯 田晶宇 彭文昌 

月新然 张润强 排楠方 刘立莹 岳谨蓉 陈红玉 胥心蕊 谭凤玲 金朝敏 方静 

沈钰 张得侣 郭红燕 谢超 刘珍福 宋存美 毕丽花 知诗追玛 杨胜全 雷晓庆 
 

 

1) 収入 

項目 備考 金額（円） 

WAFCAの収入 寄付者 50名、5団体（5,000円ｘ8,350口） 4,175,000 

WAFCA タイランドの収入 

（円換算*3.5） 

寄付者 18名 

あいおいバンコク保険 PCL寄付 

140,350 

500,000 

WAFCA インドネシアの収入 

（円換算*0.0088） 

トヨタ 10社会 寄付 

アストラ・インターナショナル 寄付 

396,000 

7,040 

合計 5,218,390 

2) 支出 

項目 金額（円） 

タイ支出（円換算*3.5） 2,780,563 

インドネシア支出（円換算*0.0088） 499,200 

中国支出（※奨学金として 500元/人×50名に支援） 400,000 

2020年度教育支援基金への繰越 1,538,627 

合計 5,218,390 

 

寄付者一覧 

 

中原 史貴 糟 あかね 原科 誉 藤原 亮一 福永 悟 杉本 高行 松下 正和 吉田 泰之  面髙 俊文 

渡辺 新八 岡本 竹史 新井 博文 小田 秀一 田中 清博 中出 昌宏 神谷 一敏 小倉 誠 石丸 典生  

神谷 巧 武藤 勝弘 松田 富夫 榊原 弘孝 竹島 潔 仲川 修 天木 博文  坂本 京子 桐谷 満 

吉野 好 石塚 裕一 仙田 英一 岡田 利春 安藤 克之 岡崎 彰徳 野村 肇 矢頭 裕貴 桑村 信吾 安部 信幸 

岩崎 正 田川 勝彦 高橋 伴和 加来 孝弘 水野 賢一 佐藤 久美 林 高広 角田 良幸 桑田 桃太郎 小枝 修 

刈谷東中学校生徒会 デンソー班長会 ジェコー（株） あいち健康の森走遊会 HIPPO-8 丸 豊文 

鈴木 徹 柴田 裕一 藤井 敬之 川口 智弘 永田 健 亀井 誠司 川崎 健司 森川 桂 山下 光司 黒田 永嗣 

あいおいバンコク保険 PCL 福井 貴敏 國分 敏英 宇野 章子 原田 隆起 寺島 一樹 渡邉 俊輔 落合 卓巳 

アストラ・インターナショナル トヨタ 10社会 

 

（順不同・敬称略） 

久保田 好明 

小木 克扶佐 

平田 佐奈恵 
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