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理事挨拶
2020 年度は、コロナ禍で現地での支援活動が困難な状況下、WAFCA は試行

このたび、WAFCA 理事を退任することになりました。1999 年バンコクでの

錯誤を重ね、新しいチャレンジに取り組みました。特に、タイ、インドネシアの

WAFCAT 開設に立ち会ってから、22 年近くのお付き合いになります。

障がい児が最も深刻な影響を受け、WAFCA グループは協働し、障がい児緊急支

WAFCA 設立時のモットー「車いすの人が作る車いす」に、非常に大きな魅

援を開始しました。コロナ禍でも、弱い立場に置かれている障がい児のために

力を感じました。
「車いすバスケット」も、当時私が国際交流基金バンコク勤

「自分にも何かできないだろうか」と考える多くの人たちの輪が、国境を越えて

務で、重点をおいて実施しはじめた分野でした。WAFCA の活動に大きな可能

繋がり寄付目標を達成しました。

性を感じました。

その後も、SNS を活用し、現地と繋いでオンライン報告会、オンライン家庭

実際、WAFCA の活動は、期待以上でした。体に合わせた車いすの提供。奨

訪問、学生によるオンライン交流会や絵本づくりなど、今後の WAFCA の組織の

学金の提供。車いすダンスでは、下肢障がい者と健常者のコラボも実現しまし

あり方や事業展開に新たな変化と可能性を感じさせる 1 年となりました。

た。この間、私自身も、いろいろなことを経験し、学ばせていただきました。

これからの WAFCA に期待することは、ミッションを明確にし、国内外の変化

心からお礼申し上げます。

に対応し、自らを変えていく努力を惜しまず、現地での活動やストーリーを様々

この 20 年間、WAFCA の活動に劣らず印象深かったのは、デンソーの

な方法で伝える発信力を鍛え、そして、組織・財政基盤を強化し、魅力溢れる

WAFCA 活動に対する姿勢です。私は、これまで数多くの役所や、企業、銀行

WAFCA を創り、新しい世代の育成を目指すことだと思います。WAFCA のある

が、団体の運営に干渉し、団体の活動をゆがめてきたのを、いやというほど経

べき姿は、現地の人々自身の力を信じ、彼らの声に耳を傾け、寄り添い、共に問

験してきました。デンソーと WAFCA との関係では、この懸念は全くの杞憂に

題解決の方法を探り、支援し続けることだと思います。

終わりました。むしろ、自立を尊重しようという姿勢を体験しました。理事に

私は、本年度をもって WAFCA の理事を退任することになりました。WAFCA

就任された歴代の総務部長の面々、そして、事務局長という執行体制の中核を

と関わった 22 年間、多くの方々との出会いや体験は、私にとって大きな原動

担われた社員の方々、いずれも、前向きに WAFCA 活動を主導されました。

力、学びになりました。心より感謝申し上げます。今後は、一会員として

そしていまや、WAFCAT、WAFCAI とともに、WAFCA 全体の自立した執行

WAFCA の発展を支援していきます。

体制が整いました。WAFCA が、今後とも、バリアフリー社会の実現に向け
て、ますます活発に活動されることを祈っております。

WAFCA 理事長

榎田勝利
愛知淑徳大学

WAFCA 副理事長

小松諄悦

渋沢栄一記念財団

名誉教授

前常務理事

佐藤 久美 理事

寺田 恭子 理事

松永 圭司 理事

楊 衛平 理事

加藤 晋也 理事

藤原 孝太郎 理事

岩崎 正 監事

神原 宏臣 監事

名古屋国際工科

桜花学園大学

日進医療器㈱

愛知淑徳大学

㈱デンソー総務部

安城特別支援学校

デンソー太陽㈱

あいおいニッセイ同和

専門職大学

保育学部 教授

代表取締役

健康医療科学部

部長

元校長

前代表取締役

損保㈱トヨタ営業部

教授

教授

部長
01

02

数字で見る

WAFCA VISION

アジアの障がい児一人ひとりに寄り添い、

2030 年の目指す姿

“自立へ導く実効性ある環境づくり”に

2020 年度の WAFCA
＼

2020 年度

車いす寄贈台数

308

／

取り組んでいる。

＼ 寄付総額

／

\22,528,433

台

タイ：109 台 インドネシア：199 台

6,251

累計

3,651 台

中国：1,470 台

新型ｺﾛﾅ緊急支援募金： ¥2,000,000

政岡基金指定寄付：￥313,000

インドネシア： 949 台

その他：181 台

教育支援基金指定寄付：¥1,689,000

指定外寄付：

／

＼ 会員数

139

人

タイ：49 人 インドネシア：40 人 中国：50 人

タイ：

：￥500,000

車いす指定寄付：

＼ 奨学生の人数

累計

YLP 指定寄付

台

タイ：

2020 年度

¥15,300,000

企業寄付：

2,677

人

2,261 人 中国 316 人

¥2,539,803

￥186,630

／

2,573
1,173 人
個人賛助会員：1,352 人
学生会員：
3人
個人正会員：

※Youth Leadership Program

人

団体正会員：

37 団体

団体賛助会員：

8 団体

インドネシア：100 人
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＼ 長期成果 ／

痛みや不快さを軽減し移動の自由を叶える

※Quality of Life : 生活の質

※移動

『障がいの程度に応じたモビリティーと QOL の改善』を

車いす支援事業

目指して、
車いす支援活動の成果を測るため、タイとインドネシアで 2020 年 4 月から 2021 年 3 月までに車いすを提供したクライア
ント 171 名に対し、障がいの程度別に 11 項目（全 40 問）で現状のアンケート調査を行いました。

WAFCA のビジョン実現に向けた使命

１：一人ひとりの障がいや成長に応じた車いす・補助装具の提供

■調査 11 項目

■心身の障がいの程度によるグループ化

❶痛み ❷自己認識 ❸日常生活 ❹医療/社会ｻｰﾋﾞｽ

軽度：支援によっては就学、

中度：将来、就学や就労の

❺環境 ❻お金 ❼移動

就労の可能性がある、または、

可能性は低いが、身の回りの

必要で、身の回りの世話、

支援を受ける段階ですでに

訓練や外出など日常生活の

排せつや食事ができない、

就学、就労している

自立度の向上が期待できる

全般的な理解の低下がみられる

❾余暇 ❿情報/教育

❽人間関係

⓫仕事

調査結果

重度：寝たきり、全介護が

100%

障がいの程度が重いほど「QOL が低い/非常に低い」と答えた割
合が高くなりました。軽度障がいのグループでは QOL が高い/非

80%

24

35

60%

常に高いと答えた割合が 35%でしたが、モビリティーに限定する

40%

と、「高い/非常に高い」が 21％と低くなる傾向がありました。

20%

障がいの程度に関わらず、移動や
0%

43

21

高 QOL

39

中 QOL

39
41

26

33

軽度

中度

低 QOL

重度

交通手段の問題は QOL を下げる要
因であり、引き続き、取り組むべき
東南アジアのタイ、インドネシアの農村部や都市部の貧しい地域に暮らす障がい児たちにとって、自分の

課題であることが分かりました。

▲調査報告書 ▲ロジックモデル

障がいの程度別アンケート回答数
タイ 71 名（軽度 22 名、中度 26 名、重度 23 名）
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 100 名（軽度 30 名、中度 45 名、重度 25 名）

「脚」となる車いすを手に入れる機会は限られています。もし幸運にも車いすが手に入ったとして、それが
体の大きさや形に合っていて、痛みや不快さを伴わず長時間使うことができ、就学や就職につながって、生
活の質の向上に結びつく、とは限りません。長期ビジョンである生活の質の向上を実現するためには、個人
の状況に合わせた長期かつ継続的なサポートが不可欠です。

人づくりとネットワークで支援の輪を拡大

タイ教育省特殊教育センター職員（理学療法士）との連携事例
タイには障がい児の教育機関として全国（77 県）に特別
支援学校が 60 校（公立 48 校、私立 12 校）あります。その

資源の少ない途上国で車いすの概念を変えたい

他、各県に「特殊教育センター」が設けられており、乳児か
ら 18 歳まで約 83,000 人の障がい児が自宅教育、病院内教
育、センター通所教育を受けています。特殊教育センターは
教育省の管轄で、政府の車いすの予算はおもに保健省が有し

世界保健機関(WHO)が 2008 年に途上国の車いす提供者のためのガイドラインを発表し、2012 年から WAFCA がまず
タイで車いすを体に合わせるフィッティングに取り組み始めてからもうすぐ

10 年になります。

ているため、車いすが必要な子どもがいてもセンターから提
供することができませんでした。
そこで、2015 年から WAFCAT（WAFCA のタイ現地法人）

その間、インドネシアでも体に合わせた車いす提供を軸にした事業がスタートしました。資源が少ない途上国では「車
いすがあれば何でもいい」と誤解されがちですが、「体に合っていなければ意味がない」という認識が徐々
に浸透しつつあります。

はシリントン国立医療リハビリテーション研究所と協働で
特殊教育センターの職員向けに WHO ガイドラインに沿っ
た車いすサービス提供スキル研修を実施し、研修を受けた職
員を通じて遠隔地でも WAFCAT の車いすを提供できるシス

車いすを体に合わせる必要性を説明するとき、たびたび「靴」にたとえることがあります。どんなに美しい気に入っ
た靴でも靴擦れして履くたびに痛いと出かけようと思わないし、そのうち履かなくなってしまうでしょう。車いすも
同じです。体に合っていて痛みがないことは大前提です。

さらにその先の「車いすで何をするのか」を一緒に考えることはもっと重要な課題です。WAFCA は現地
スタッフや関係者、パートナー団体と、この課題を共有し、共通のビジョンに向かって協働しています。

テムの構築に取り組んできました。
一方で、特殊教育センターでは、重度重複障がいの子ども
のリハビリ強化のため、若手の理学療法士を職員として採用
するケースがここ数年急増しました。WAFCAT は特殊教育
センターの理学療法士たちとネットワークを作り、質の高い
車いすサービスを提供できる人材育成を行っています。
2020 年度、タイ 11 県の特殊教育センターで研修会を開催
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Interview

しました。（4 県はオンライン開催）

「タイの農村部に暮らす障がい児たち
は、政府の支援が行き届かず、車いすを
手に入れるために長い間待たされたり、

福祉用具店で買うお金もありません。WAFCAT の車いす支
援事業は、まず、このようなもっとも支援が届かない子ども
たちを対象にしているという点で素晴らしいと思います。私
たち理学療法士にとっても有意義です。なぜなら大学では車
いすについてまったく
学ぶ機会がありません
でした。身体に合わせ
て車いすを選び、フィ
ッティングする知識や
スキルを身につけて、
少しでも県内の障がい
児たちの役に立ちたい
のです。この事業は必
ず子どもたちの生活の
質の改善に役立ちま
す。」

タイ南部サトゥーン県特殊教育センター理学療法士

スウィサー・サライラット先生
06
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クライアント

車いす支援事業
タイ

インドネシア

サムットプラカーン県

設立から

車いすサービスセンターの活動状況

5

インドネシアでは、車いすを提供する
際、月収の約 10％とメンバーシップ料と
して徴収しています。メンバーを「クラ
イアント」と呼び、フォローアップ調整
や修理を無料で提供しています。

年インドネシア事業の活動レビュー

※2015 年 4 月～2020 年 3 月

2019 年 9 月に設立され、2020 年度は 1 年通してオペレーションを行った本格始動の年となりました。2020 年度に
WAFCAT から提供した車いすの約半数は同センターで提供しました。また、車いす支援モデルの啓発とタイ全国に拡大

2015 年 1 月の WAFCAI（WAFCA のインドネシア現地法人）設立から 5 年、インドネシアで着実に車いす支援活動を行

する計画の一環として、東北部ナコンパノム県、北部ピサヌローク県、南部サトゥーン県の特殊教育センターの職員が

ってきました。2019 年、設立から 5 年間の活動成果を振り返るため調査を実施しました。（コロナの影響で 1 年延期）

訪れ、施設を見学したり、各県センターに車いすサービスセンターを設立するための意見交換を行いました。

調査対象：ジャカルタ、ボゴール、デポック、タンゲラン、ブカシで車いす提供を受けた 714 名のうち、
250 名のクライアントと 250 名の介助者 （回答率：クライアント 65 名（26％）、介助者 234 名（94％））
成果：身体に合わせて提供する車いす支援モデルに一定の効果があった。

▶
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果

▲センターを訪れた特殊教育センターの職員

▲外務省草の根人間の安全保障助成による

▶
見
つ
か
っ
た
今
後
の
課
題

■「障がいインクルーシブな環境を整備する」
というビジョンの実現には至っていない。
■支援活動が定量的で偶発的である。
■車いす提供後のフォローアップの仕方に改善の余地がある。
■車いす提供以外の活動を今後どう発展させていくかが課題。

センターの福祉車両の贈呈式典（2020 年 9 月）

サオワパット・サオワプン（ベンツ君）10 歳とサ
オワポン・サオワプン（ミン君）16 歳はタイ東北部
ナコンラチャシマー県に住む兄弟です。両親と兄弟
の 4 人家族です。生まれつき兄弟には脳性まひのた
め身体に障がいがあり、学校に通ったことがありま
せん。2020 年 3 月、弟のベンツ君に自走式の車いす
を提供しました。
同年 8 月に車いすの寄贈後フォローアップのため
現地スタッフがベンツ君の自宅を訪問し、ベンツ君
よりも障がいの重いお兄さん（ミン君）がいること
を知りました。その場でミン君のアセスメントを行
い、10 月に車いすを提供しました。

そ
れ
ぞ
れ
の
挑
戦

脳
性
ま
ひ
の
兄
弟
、

インドネシア支援地域の拡大
／／Word／／

ジャボデタベック
ジャカルタ周辺の都市圏を指す用語で、
ジャカルタ（Jakarta)/ブカシ（Bekasi）/
ボゴール（Bogor）/デポック（Depok）/

さらに 12 月に調査した結果、比較的障がいが軽
いベンツ君は、車いすで移動したり自力でトイレを
使うなど身の回りのことができれば、来年度（5 月）

タンゲラン（Tangerang）の

2020 年度から 2 都市追加

WAFCAI は、設立当初からジャボデタベック（Jabodetabek）で車いす支援活動を行ってきました。
約 2 年前からジャポデタベック以外からの申請が増え始め、支援の機会をうかがっていましたが、
2020 年度から地域の団体や行政が車いす支援に熱心だったセラン市とインドラマユ市で支援活動を
行うことにしました。支援の拡大に先立って、各都市で車いすサービス提供者研修を実施しました。
10 月インドラマユ市から社会局の職員 2 名が WAFCAI 事務所で研修に参加しました。11 月セラン
市では地域の団体（ビナ・クスマ財団）から 5 名の障がい当事者が参加しました。研修後、実際のク

4 つの都市と地区から構成されています。
人口は 3000 万人以上です。

ライアントに対してアセスメントやフィッティングの実践を行いました。

セラン

に地域の小学校に入学できる可能性も出てきまし

ジャポデタベック

た。そこで、毎日自宅で自立訓練ができるよう自宅

インドラマユ

に歩行訓練バーやバリアフリートイレを設置支援
しました。入学を目指して訓練を続けています。
一方、症状が重いミン君は、お母さんの介助で
ティルト・リクライニング式車いすに短時間座る訓
練をしています。身体的にはまだあまり改善が見ら
れませんが、情緒が安定してきました。月に数回、
地域の特殊教育センターの職員が家庭訪問し、
WAFCAT と連携しながら見守っています。

■プロバイダー研修参加者の声
「初めて車いすサービス（8 つのステップ）の基

■車いすクライアント事例紹介
アハマド君は脳性麻痺のため痙性（筋硬直などの症
状）があります。身振り手振りでコミュニケーショ

礎知識を学びました。クライアントの 健康状態や
ンすることができます。スゲンさんのアセスメント
和歌山大学の
国際協力学生団体

WAP の皆さん

姿勢に合わせて診断するところに感銘を受けまし

を受け、子ども用ティルト式車いすを提供しました。

た。地域の障がい者のために実践を通じてもっと

両親は不定期収入で貧しく、学校やセラピーに通わ

スキルを身につけたいです。」

せることができません。車いすを使って何とか自宅

07
インドラマユ社会局ソーシャルワーカー スゲンさん▲

でリハビリを続けたいと思っています。

アハマド・サフェイ君（7 歳）▲

08

タイ

Education Support Project for Children with Disabilities (ESPCD)

49 名の奨学生を支援

障がい児教育支援事業

奨学生の宿泊キャンプを開催

小学生（14 名）、中学生（17 名）、高校・専門学校（14 名）、

WAFCA のビジョン実現に向けた使命

2：障がい児が社会参画できるまで継続する奨学金の提供

大学生（4 名）※特別支援学校を含みます。

30

14

名

名

あいおいバンコク保険様によるご支援で、2020 年度は年齢・目
的別に 2 グループに分けて開催し、合わせて 28 名が参加しました。

通学交通費

日本語オンライン授業

■11 月 16 日～18 日：小中学生向け（14 名参加）

5

名

2

名

学習設備費

バリアフリー

(タブレット/プリンター等)

トイレ

12

名

進路相談

ノンカーイ県レデンプトリスト高等専門学校で開催
・高等教育進学に向けた目標設定（グループ討議）
プログラム ・高校・大学紹介と先輩のお話し
・ノンカーイ市内見学

■11 月 19 日～21 日：高校・大学生向け（14 名参加）
マハサラカム県ラチャパット大学で開催

他 車いす/補助具/制服/寮/給食/
成人用おむつ/インターン受入 等

・リーダーシップ育成、キャリア教育、課題解決
プログラム ・地域の障がい者を訪問・インタビュー
・障がい者が抱える課題解決に向けたグループ討議

車いすの子どもたちには、将来のために自立訓練や勉強をする
機会が必要です。車いすはそのための道具に過ぎません。障が
いのタイプや程度によって学びの場は様々ですが、WAFCA で
は国の状況に応じた教育支援活動を行っています。

＼

09

タイ

2003 年～

／

タイ全国で、小学生から大学生ま
で 44 名に対し、個別ニーズに応じ
て支援。新規奨学生は全員 WAFCAT
の車いすクライアント。高等教育進
学や就職を目指せる子どもたちを
選考し、奨学金だけでなく就学・進
学支援も行っている。
毎年、奨学生の宿泊キャンプを開
催し、社会見学やキャリア教育を行
っている。また、大学生や高等専門
学校生を WAFCAT 事務所インター
ンとして受け入れている。
タイでは障がい児が小中学校ま
で地元の一般の学校に通うケース
も多いため、一般の学校にバリアフ
リートイレや通路を設置する支援
活動も年間 1～2 校のペースで実施
している。

＼中国雲南省

2013 年～／

雲南特殊教育職業学院（日本の高
等専門学校前期 3 年・後期 2 年に相
当）の生徒 50 名に対し、一律年間
500 元を奨学金として提供。
奨学生は学級・学年ごとに①成績
優秀②生活や学習態度が良い③経
済的に貧しいなどの条件から教員
によって推薦され、学内で 7 日間公
示され異議申し立てがなければ選
出される。
障がいのタイプは様々で、少数民
族の貧しい村の出身者が多い。
WAFCA の奨学金事業で選考に「成
績優秀」という条件があるのは中国
だけで、WAFCA の奨学生に選ばれ
る嬉しさや自信に繋がっている。奨
学金を食費や教材費に充てるケー
スが多い。

＼インドネシア

2017 年～／

ジャカルタ、デポック、ボゴール、
タンゲラン、ブカシで、小学生から
大学生まで 40 名に対し、個別ニー
ズに応じて支援。
奨学生全員が WAFCAI の車いす
クライアント。車いすを提供した子
どもが学校に在籍していて、経済的
支援が必要だと判断した場合に奨
学金をセットで提供。
インドネシアでは一般の学校で
も教室や教員の数が不足していて、
障がい児が入学するのはハードル
が高い。
特別支援学校の数はさらに数が
限られるため、保護者グループやイ
スラム系団体が私設した地域の学
校もあるが、入学費、授業料、教科
書代などすべて自己負担で家族へ
の経済的負担が大きい。

タイ東北部ロイエット県生まれのスティポーン・パコットム（エー）君（22
歳）は、2020 年 5 月、同じく東北部にあるマハサラカム県ラチャパット大学
に入学しました。大学生になるまでの道のりは決して簡単なものでは
ありませんでした。生まれつき障がいがあり歩けなかったエー君は、 両親
のサポートと WAFCA からもらった車いすで村の小学校を卒業しま
したが、移動に障がいのあるエー君が進学できる地元の中学校はありませんで
した。
それでも勉強が好きだったエー君は、タイ教育省の制度でノンフォーマル教
育課程という在宅教育を選択しました。地域によって様々ですが、月に数回ノ
ンフォーマル教育センターの先生が家庭訪問して学習指導をしたり、試験やパ
ソコンの授業などは通学したりすることもあります。 毎日先生に教えても

らえるわけではありませんし、試験に合格しなければ進級できませ
ん。WAFCA からも奨学金や教材を必要に応じて毎年支援しましたが、なかな
か将来が見えない時期もありました。しかし、エー君は決してあきらめず、在
宅教育で中学・高校課程を 8 年かけて卒業しました。そして 21 歳で
見事大学に合格しました。
大学では、政治・行政学部で行政学（地域行政マネジメン
ト）を専攻しています。Work Integrated Learning（職業統合学
習）プログラムという新設のユニークな学部で、4 年間のうち半分
は実際に市役所など職場で働くことで単位を取得できるというも
のです。この学部ではとくに障がい者の受け入れに積極的で、エー
君はその第 1 期生ということになります。
とはいえ、8 年も通学していなかったエー君は、入学前は非常に
不安でした。広い大学構内、他の学生も忙しいので誰もサポートし
てくれないのではないかと忠告する人もいました。それでも、と
にかく挑戦してみようと飛び込んだ大学生活は、思いがけず
素晴らしいものでした。
階段や段差があって車いすで通れないとこ
ろは、常にクラスメイトが介助してくれますし、困っていたら助け
てくれます。何より驚いたのは、入学してすぐ行われた学校行

事「教師の日」で、全学生を代表して檀上で先生に花束を
手渡す役に選ばれたのです。 みんながエー君の努力を見てい
▲ 左から 2 番目 エー君

て、応援してくれています。
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障がい児教育支援事業

中国

タイ

奨学金の選考基準は成績上位者！

WAFCA が 2013 年から交流を続けている雲南特殊教育職業学院は、1991 年に障がい者連
合会によって華夏中等専業学校として省都昆明に設立されました。障がいのある学生たちが

成長した奨学生が
WAFCA タイ現地事務所で

▼障がい別

(人)

学科と職業訓練の高校課程（3 年）と短大課程（2 年）を学んでいます。2019 年に教育局の
管轄となり、現在の名称になりました。同時に健常者の入学もスタートし、生徒数が約 1,000
人から 2,201 人に増加しました。現在、生徒の約 3 割が少数民族、約 7 割が農村部の出身
で、約 3 割が障がい者です。

2020 年 12 月から 2021 年 2 月までの 3 か月間、タイの奨学生でパタヤ・レデンプトリスト高等専門学

▼専攻別

50
(人)

例年は 8 月末から新学期が始まりますが、2020 年度はコロナの影響で 1 ヶ月延期されま

校後期 3 年生のウィナダー・ジャルーンシリ（ウ）さん（21 歳）がインターンとして勤務しました。小学生

した。新入生の入学も 1 ヶ月遅れとなり、入学式も中止、10 月から授業開始となりました。

の頃から WAFCA の奨学生として勉強を続けています。ウさんはマルチな才能と明るい性格を生かして広
報、募金、データ入力、車いす発送準備、日本の小学生向けオンライン授業などにチャレンジしました。

計

ウさんのインターン動画

学校が再開されたことを確認してから 11 月に WAFCA と学院の間で締結した協定書の期限
を 1 年延長し、春節明けの 3 月に 50 名の奨学生に 500 元/人の奨学金を支援しました。奨
学生は成績上位者で生活態度もよく、且つ農村部の少数民族出身で経済的に恵まれない生徒

インドネシア

40 名の奨学生を支援
小学生（18 名）、中学生（13 名）、
高校生（８名）、大学生（1 名）
※特別支援学校を含みます。

18

21

名

名

学費

23

名

在宅学習費

制服代

7

名

名

その他

(学習机/文具/セラピー等)

その他

コロナ禍による PSBB のため
長引く
2020 年度は、インドネシアの基礎教育の機会が必要な子ど
もたちにとって大変な試練の年となりました。コロナ禍で学校
閉鎖が長引き、多くの小中学校、高校ではオンライン授業が続
いています。しかし、自宅にオンライン環境が整っていない家
庭ではまったく授業に参加できません。また、学習面だけでな
く、障がいのある子どもたちは特別支援学校で取り組んでいた
自立訓練やリハビリを受けることができず、自宅に留まったま
まになっています。
例年は、車いすのフォローアップ調査も兼ねて学校を訪問
し、奨学金を手渡していましたが、 今年度は奨学生と対面で会
うことができず、2020 年 12 月まで奨学金を届けることができ
ませんでした。
そこで、オンラインのアプリを利用して学習に必要な費用項
目をアンケート調査し、集計の結果、40 名に対して一人当たり
150 万から 300 万ルピア、日本円にして約 1～2 万円の奨学金
を個人の口座に振り込む形で届けることにしました。

ネット使用料／教科書代／定期試験受験料など

で目標に向かって勉強を続けています！

■雲南特殊教育職業学院 董亮校長より

感謝状が届きました！

選ばれた奨学生 50 人が出席し、副学院長の李冠宏先
生より一人当たり 500 元（約 8,300 円）の奨学金を受

【一部抜粋】この奨学金は、我が

け取りました。また、学課副部長の任彬先生が選考条件

院の障がい者学生の心を暖かく

や奨学金の使途を説明し、さらに渉外副部長の田正華先

潤しています。疫病の収束後、学

生が WAFCA と学院の交流の歴史や奨学金の出処につ
いて学生たちに紹介してくれました。

（WAFCA）の交流と協力は、き
っと新しい階段を上り、新しい一
歩を踏み出すと信じています。

■感謝のメッセージ
時間が経つのは本当に早いもので、入学して 2 年経ちました。これまで

家族は 5 人で、経済的に困っています。主に母がパートをして生活費を稼い

の学校生活を振り返ってみますと、WAFCA の援助のおかげで、私の夢は

でいますが、毎月の収入は 2,000 元（約 3 万円）と低いです。しかし、翼の折
れた天使も幸せと夢を求める権利があります。自分の肢体障がいのせいで、将

定の収入源を持っていません。高額の学費に家族は困惑しています。何度

来の就職を心配しています。

学校に入学できませんでした。10 歳になる年にようやく小学校に入学し、勉強を頑張って 15 歳

も迷いました。私は奨学金をもらって、無限の希望を胸に掲げました。希

でも、就職は自分で努力しなければならないことを知っています。真面目に
勉強して、心を込めて一つ一つのことをしっかりと行います。

望の光が見えました。
もし皆さんの助けがなければ、私は素晴らしい学生生活を過ごす機会を
失い、先進的な教育資源、優良な学習環境を享受することができず、専門

絶えず努力して、2 年生の前期に私の
成績はクラスで一番でした。私の最大の

高等教育を受けることができま

潜在能力を発揮して、人生の価値を実現

もちろん車いすで通学する負担は減りましたが、オンライン授業といっても先生から十分な説

せんでした。学習の機会のあり

します。将来において、私は自分の能力

明もなく課題が出されるだけで、気軽に先生に質問したり友達と勉強グループを作って一緒に課

がたさを忘れません。真面目に

で社会に奉仕し、有用な人になり、責任

勤勉に努力し、良い成績を取り

を持って、理想的な社会人になります。

ました。積極的に競争活動に参

最後に、WAFCA の皆さんの援助に感謝

ないのではないかと不安を感じています。感染が収まるまで、来年度もオンライン授業が続く予

加して、自分のささやかな力で、

します。国家政策の支援に感謝します。

定です。チュットさんの近い将来の目標はブカシの職業訓練高校に進学することです。2019 年

助けが必要な人たちを助けたい

学院の指導者やクラスメイトの励ましに

度から WAFCA の奨学生になり、以前と比べてさらに勉強に意欲的になりました。オンライン授

です。

感謝します。
（2019 年度入学

題に取り組むこともできません。チュットさんは、なかなか勉強がはかどらず、学力がついてい

業で友達に会えない中、奨学金と支援者の存在がチュットさんの気持ちを奮い立たせています。
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■奨学金贈呈式（2021 年 3 月 31 日）

希望でいっぱいになりました。 私は困難な家庭で育ちました。両親は固

ぐ 1 年経ちますが、ずっとオンライン授業が続いています。

ブカシ市ヤマッド中学 1 年生

50

チュットさんは生まれつき障がいがあり、歩けないという理由だけで同学年の子どもたちと小

で念願の中学校に入学した矢先、コロナ禍でまったく通学できなくなってしまいました。もうす

チュット・レニルダさん（16 歳）

計

を担任教師が推薦し、校内に 7 日間張り出し、異論がないことを確認して決定されました。

院とアジア車いす交流センター

25

通学交通費

※大規模移動制限

李方雲さん（2019 年度入学

高専芸術デザイン 2 年

聴覚障がい）

泰銀波さん
高専家政サービス管理 2 年 肢体障がい）

12

COVID-19 Emergency Aid for Children with Disabilities

インドネシア ジャカルタ

バンユくんの場合

新型コロナウイルス対策緊急支援募金

バンユ君(6 歳)は、2019 年度から WAFCAI の車いすク
ライアントです。重度の脳性麻痺です。バンユ君のお父
さんはバイクタクシーの運転手をしています。お母さん
は自宅でずっとバンユ君の面倒を見ています。昨年から
コロナの影響でお父さんの仕事はほとんどなくなり、収
入が途絶えてしまいました。政府からの補助金もありま
せん。少しでも一家の生活を支えるため、10 月と 12 月
に 2 回支援物資と現金を届けました。
タイ北部ピサヌローク県

ミントさんの場合
ミントさん(16 歳)は下肢に重い麻痺があり車いすや歩行器を使って通
学しています。歌が上手く、おしゃべり好きで人懐っこい性格のミントさ
んはクラスの人気者です。両親と祖父母とミントさんの 5 人家族です。
コロナの影響で、日雇い労働のお父さんの収入と、ソムタム（パパイヤ
サラダ）屋台をしているお母さんの収入がそれぞれ半減してしまいまし
た。お母さんは緊急支援（約 7,000 円）で、屋台で売りやすいミートボー
ルを仕入れて売ることにしました。予想より早く屋台を再開でき、感染収
束とともに少しずつお客さんが戻ってきました。さらに、ミントさんは奨
学金を受け取り、無事に 1 年間学校へ通い続けることができました。

コロナの影響を受けた
障がい児家庭の生活を支えたい
2020 年度初め、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、支援活動の中止
や延期を余儀なくされました。6 月以降、移動制限や新しい生活様式（検温、マ

WAFCA の活動国における
新型コロナウイルス感染者数

感染者数

スク着用など）を守って感染防止に努めながら、徐々に車いすの提供を再開す
ることができましたが、新たな課題に直面しました。車いすを支援した障がい
児の家族が失業したり、収入が激減してしまい、生活に困窮している実態が明
らかになってきたのです。そこで、こうした状況をホームページや SNS 等を通
じて日本で訴えて寄付を募り、タイ、インドネシアの障がい児家庭に食料品や

死亡者数

日本

463,000

8,956

タイ

28,443

98

1,480,000

40,000

231

2

インドネシア
中国雲南省

WAFCAI のスタッフがデポックの地域団体 RCP(Rumah Cerebral Palsy
－脳性まひ児の保護者の会)を通じて 約 20 世帯の障がい児家庭に緊急支
援物資を届けました。その様子を日本とオンラインで繋ぎ、実際に支援物

日用品を配布する緊急支援を実施しました。

資を手渡す様子や、RCP の代表者や保護者にインタビューしました。

■ 支援の概要

※2021 年 3 月中旬

非常にリアルな生の声を知ること

インターンの学生さんの貴重な話

インドネシアの厳しい現状と課題

ができました。私たちが今できる

がとても心に響きました。若い世

を再確認することができました。

ことは限られていますが、小さな

代の人たちが活躍されているのが

コロナ禍のニーズに合わせた支援

ことから始めてみたいです。

素晴らしいと思います。

を引き続きしていく必要があると
感じました。
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■2020 年活動実績

Wheelchair Hospital

車いす病院

壊れた車いすの
修理・点検

車いす病院では、車いすの修理・点検、不要となった車いすの回収、中古車いすの販売な

157

どを行っています。地域の車いすユーザーやボランティアの開けた交流の場として、また、収益

不要車いすを
回収して金属換金

中古車いすの販売

1

40 台

台

トン

を WAFCA の活動資金にあてる国内の資金調達事業として運営しています。

車いすユーザーに笑顔を届

社内の掲示板で募集を知

けたいと思ってはじめまし

りました。利用者さんの

た。今はボランティア仲間

感謝の声がやる気に繋が

もうすぐ定年なので、何か役
に立てることがしたいなと
思っています。地域貢献と海

＼

日進医療器株式会社にご協力いただき、車いす修理

寄贈車いす ／

株式会社松本義肢製作所

に関する研修をおこないました。これまで半年間活動を

外支援、両方できるところに

っています！

とのコミュニケーションが

■企業のご協力
おこなってきたボランティアの疑問が解消され、今後の活

魅力を感じています。

楽しみになっています。

動のモチベーションアップにつながりました。

子ども用中古車いすを

50 台いただきました。
21 年度にタイへ輸送予

車いす病院のボランティア数は、ありがたいことに 18 名になりました。

定です。

それぞれの得意を生かし、活動していただいています！

日進医療器株式会社

中古車いすを 151 台い
ただきました。21 年度に
インドネシアへ輸送予
車いす病院は常に新しいこ

定です。

とにチャレンジして、
いつも新鮮な気持ちでいら
れます。もっと車いすのこ

仕事でのスキルを活かせる

とを学びたいです！

こういう場を探していまし

■作業部屋のリニューアル
たくさんのボランティアさんに広く快適に作業してい
ただくためにスペースを拡大し、作業机や販売用車いすの
専用棚など設備の拡充を行いました。

た。メンバーの仲間意識が
高く、楽しく続けています。

BEFORE

作業机の増設

■車いす病院お試しキャラバン
AFTER
神谷一敏

池田直
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小田秀一

藤原亮一

山下亮

島田行祥

久保佑太

岡田ちあき

塩屋文嵩

岡田敦子

木村隆彦

河野千俊

佐々木悠人

内藤壽久

市野真琴

鈴木治男

小山政浩

手島浩二

2 段棚で
省スペース化

車いす病院では、ワンコイン 500 円で車いすの 13 項目
の点検と清掃をおこなっています。車いす病院の認知度を
高めるため、この 500 円のコースを無料で施設に出向いて
行う「車いす病院お試しキャラバン」を実施しました。
車いすとともに生活をしている方からは、「清掃する機
会を持つのはなかなか難しかったので、今後も継続してき
てほしい」との声をいただきました。また、これまでゆう
きそう内でしか活動していなかったボランティアさんたち
も、実際の車いすユーザーの方々から感謝され、満足度が
高まった数日でした。
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Public Relations

広報活動
オフィシャルサポーターの起用
2020 年 10 月 WAFCA 初のオフィシャルサポーターに伊集南さ
んが就任しました。オフィシャルサポーターは、アジアの障がい
児の現状や、それを解決するために WAFCA が取り組んでいる活
動を広く伝える広報リーダーの役割を担っています。
い じ ゅ

みなみ

伊集 南 さん
2013 年に筑波大学卒業後、デンソー入社（デンソーアイリス所属）
同年、バスケットボール女子リーグ新人王獲得。
2019 年に 3×3 日本代表に選出され、アジアカップ（ベスト 3）ワールドカップ出場。
2020 年にデンソーアイリス引退。現在は総務部スポーツプロモーション室勤務。

自閉症アーティストによる壁画
■ミーティングの様子

■チャリティーマスク
2020 年 11 月 26 日、4 日間かけて作成した車いす病院の壁画が完
成しました。川部浩さんが壁いっぱいに描いた動物や魚の絵は、
「表情や色使いが個性的で可愛い」と WAFCA を訪れたお客さん
に大好評です。作成には WAFCA 理事の藤原孝太郎さんはじめ、
オフィシャルサポーターの伊集南さんやインターンの学生など多
くの方にご協力いただきました。

週に 1 度、WAFCA 事務所でミーティングをしています。
WAFCA をより多くの人に知ってもらうためにたくさん
アイデアを出し合っています。

伊集さんの提案で「TRES SPORTS WEAR」と
WAFCA がコラボしたチャリティーマスクを発
売しました。TRES SPORTS WEAR のスポーツ
WAFCA が応援しているアーティスト浩くんは 26 歳になる自閉症の青年です。安城

■YouTube

生地を使用したウォッシャブル（洗濯可能）マス
特別支援学校を卒業後、西尾の「くるみ会」のグループホームで生活しながら事業

「動画で見る！ホッとニュース」と

クで、30-50 回程度、洗いながら繰り返し使用す

題して、Youtube でオフィシャルサ

ることが可能です。ぴったりとした柔らかなつ

ポーターの活動を紹介しています。

け心地で大好評です。

所で仕事をしています。週末家に帰ると動物や魚、花などの好きな絵を描いていま
す。刈谷近郊では、浩くんの絵をラッピングしたバスが走り、建設現場のフェンス
を飾ります。2017 年 WAFCA タイランドの企画でバンコクの美術館に浩くんの絵
を展示しました。その横で彼が油性ペンでスラスラと動物や鳥を描き、アクリル絵

コロナ禍の中、約半年間 WAFCA メンバーとともに社会貢献とは何か？私が出来ることは何か？を考え活動して参りました。
WAFCA の活動に対して、プラスαとなれるような企画をみんなで出し合い、その中で実行したのがチャリティーに基づいた
映画会とマスク販売です。今後も皆様には知見をお借りし、見える・伝わるような活動をしていく所存です。
今後も支援金を募るというよりも、WAFCA の活動を多くの方に知ってもらえるよう
WAFCA 一同、精進いたします。皆様のご健康を祈念し、一刻も早い平和な日々が
来ることを願いながら毎日を過ごしていきたいと思います。
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これからもどうぞよろしくお願いいたします。

の具を塗っていく様子を多くの人々が見入っていました。
今回、WAFCA 車いす病院の大きな壁に絵を描く機会をいただきました。初めて挑
戦する大画面でしたが、次々と大小の動物や魚を描きスタッフやボランティアと一
緒に四日間で見事に壁画を完成させました。浩くんの絵はみんなを笑顔にしてくれ
ます。ぜひ皆さんも WAFCA の壁画をご覧ください。
WAFCA 理事 安城特別支援学校元校長

藤原 孝太郎
18

Fundraising

ファンドレイジング

■チャリティー映画会
2021 年 1 月 15 日、刈谷市総合文化センター
でチャリティー映画会を実施しました。
「アジア」

WAFCA のビジョン実現に向けた使命

３：会費収入だけでなく、より幅広い資金調達の仕組みや仕かけを構築

「障がい」「夢」がキーワードになった WAFCA
りんらく

の活動にぴったりな「淪落の人」を上映しました。
当日はコロナ感染対策に徹底して、大盛況の中終
えることができました。

NO CEILING FILM PRODUCTION LIMITED © 2018

■オンラインショップ開設

WAFCA の佐藤久美理事とオフィシャルサポータ
ー伊集南さんによるオープニングトークでは、伊集
さんの幼少期の話から、選手時代の話などで盛り上
がりました。
また、佐藤理事から「淪落の人」の意味が語られまし
た。「初めて出会った者でもお互いの痛みや苦しみ
がわかり心を通わせることができる」

詳しくは
YouTube で！

映画上映後に出口で募
金活動を行いました。106

コロナの影響で対面でのイベント販売が出来なくなったこと

枚のチケット売り上げと

をきっかけに、オンラインショップを開設しました。今まで

合わせて、
50,419 円の収益

WAFCA と関わりがなかった全国各地の方からもチャリティー

となりました。この収益で

商品をお買い求めいただけています。オンラインショップでは

タイ・インドネシアに 3 台

タイの障がい者がワイヤーで
心を込めて作ったキーホルダー。

タイ・インドネシアの障がい者が作った商品や WAFCA のオリ

の車いすを寄贈すること
ができました。

ジナルグッズをチャリティー商品として販売しています。
WAFCA チャリティー商品の売上はアジアの障がい児のための
活動資金になります。

南ジャカルタの障がい者自立支援
グループに通う聴覚障害のある方達
が作った亀の置物です。

NPO 法人まちづくりかりやさんのご協力で刈谷市の飲食店など
11 店舗に WAFCA の募金箱を設置させていただきました。
川部浩さんが書いた牛のイラスト。
大切な人にメッセージを書いて
渡すのも良し、額に入れて飾るのも良し。

募金箱はボランティアに来てくれている高校生に可愛くデザイン
してもらいました。

募金箱設置店
海外渡航ができず、商品を調達できない中、有志で集まった 10 名
の高校生・大学生と一緒に新商品を開発するプロジェクトが進行中
です。このプロジェクトを通して、多くの学生が国際協力に関わる
19

きっかけになることを目的に週に 1 回ミーティングをしています。

居酒屋ひふみ

しごろく屋

木金堂

おきあがりこぼし

和食処たにざわ

CAFÉ５３BRANCH

香樂本店

スナック千恵

カレーうどん専門店サンビーノ

カフェ・ビーズ

(有)花正
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Events

Supporters’ Messages

WAFCA の仲間たち

イベント一覧
2020.10.10 オンライン現地報告会

WAFCA は

2020.11.6 函館東ロータリークラブ訪問

2,573

名（2020 年度末時点）の正会員・賛助会員の方々に支えられて活動しています。

今回はその中から 3 名の方に代表してメッセージをいただきました。
コロナ禍で現地ツアーを実施することが厳しい状況の中、オ

函館東ロータリークラブより 10 名のゲストが WAFCA を訪

ンラインでタイ・インドネシア現地スタッフからコロナ対策

問し、タイへの車いす支援金として 50 万円ご寄付をいただ

緊急支援の活動を報告しました。

きました。また、タイ事務局とオンラインで繋ぎ交流し、さ

WAFCA を知ったのは約 23 年前。タイデンソーでの WAFCAT 設立準備会議にオブザーバーとし

らに車いす病院で車いす整備体験や、デンソーギャラリーの

て参加した時でした。以来「いつかは WAFCA で・・」と思っていたところ、縁有って 2015/5～2019/12

見学をしました。

の間、職員として従事させて頂き、その間多くの「仲間たち」に支えられ感謝の一言です。

2020.10.28 寄附のゼミナール

今は外から WAFCA を見る立場ですが「車いすが変える子供たちの世界」の想いは変わりません。
タイで重度の障がい児への車いす贈呈の際、この子は喜んでいるのか？ 盛んに腕を動かすその表情

愛知県主催で実施された、高校生が NPO の社会貢献活動を

からは読み取れず、お母さんから「この子は嬉しい時に腕を動かすんですよ」と言われた時には胸が

考えるゼミナールに参加しました。1 校につき 3 団体の NPO

熱くなりました。あ～喜んでくれているんだ！・・と。一人でも多くの笑顔が見たい・・その思いで

が活動紹介をし、生徒一人ひとりが応援したい NPO に投票

今後も WAFCA 活動に参加したいと思います！

して、投票数により寄附金がいただけるというプログラムで

正会員

秋山 和豊さん

す。WAFCA は成章高校の生徒にプレゼンテーションを行
い、協賛団体のサーラコーポレーションさんから約 92,000
円の寄附金が贈呈されました。

通年

私は、WAFCA ツアーをきっかけに会員となりタイでの子供たちと出会った明るい笑顔が鮮明に

出張授業

今でも残っています。そんな人との繋がりは楽しい思い出ばかりです。今は、コロナ禍の中で、思う
ような活動ができてないかと思いますが、今後またあるようでしたら応援したいと思います。

東浦町立片葩小学校(11 月)、碧南市立新川小学校(2 月)、刈

他に社内で車いす清掃活動のボランティア活度をしていて、車いす繋がりで、WAFCA サポータ

谷北高校(2 月)の 3 校で出張授業を行いました。
授業後、子どもたちが積極的にプルトップ収集活動や募金活

ーに就任された伊集さんが清掃活動に来てくれた時は、アイリス時代から大ファンだった憧れの伊集

動に取り組んでくれました。

さん！こんな機会に、一緒に写真を撮っていただき感激でした！沢山のご縁に繋がるこの WAFCA の
活動でさらに人との繋がり、また誰かの役に立つことをやりがいに感じ、自分をもっと磨いていけた

賛助会員
2020.10.14~11.14 学生オンライン交流会

らと思います。

竹中 友見さん

高校生・大学生を対象に「学生が国際協力をすること」につ
いて話しました。全国各地から 20 名の学生が集まり、それ
私は 2020 年の夏に WAFCA のボランティアとして活動を始めました。私は元々韓国のアイドル

ぞれの現状や夢について交流しました。

グループが好きで、韓国、中国、インドネシア人などのファンの方々と交流する中で、アジアの国々
への興味をもち始めました。そんな時 WAFCA と出会い、実際に WAFCA から車いすを受け取った子

2020.11.17・20 タイの奨学生とお話しする会

通年

はじめて講座

どもたちの写真やメッセージを見て、車いすを通してこんなにも沢山の子どもたちがそれぞれの夢に
向かって学び、成長しているんだ、と感銘を受けました。そこでボランティアとして少しでもその夢

タイでは、小学生から大学生まで 49 名の障がい児に教育支
WAFCA ってどんな活動しているの？と気になっている人

の実現の手助けをしたいという思いで活動に参加しました。今はコロナ禍で実際に現地訪問や、子ど

を対象に月に 2 回説明会を実施しました。

もたちとの交流ができない状況ですが、そんな時だからこそ、自分にできることを見つけ WAFCA の

このはじめて講座をきっかけにボランティアに参加してく

活動に精一杯貢献していきたいと考えています。

援を提供し、その一環で奨学生の宿泊キャンプを実施しまし
た。キャンプに参加中の奨学生たちと日本の支援者が直接オ
ンラインで話しました。
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ださるようになった方もたくさんいます。

学生会員

佐々木

唯乃さん
22

All WAFCA Members

WAFCAT 事務局長

WAFCA で働くスタッフ紹介

ピナイ・シリナコーン

Mr. Pinai Sirinakorn

2020 年度は新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより多くの人に影響があり、タイの障がい児も親が失業す
るなど影響を受けました。そんな中でも、WAFCAT では限られた予算でミッション実現のために最善を尽くすよう努
め、感染防止対策を行いながら対面の交流・ボランティア活動も開催しました。
コロナ禍で、タイ国内でも県外への移動がむずかしい時期もありましたが、オンラインツールを活用して車いすサ
ービスを提供し、県外のパートナー団体と会議を行うことで、支援活動を止めることなく実施できました。このような

WAFCA 事務局長

働き方ができることは新しい発見となりました。

熊澤 友紀子

また、今年度は、車いすサービスセンターの新設後はじめて 1 年を通して活動した年になりました。WHO の 8 つの
ステップに沿った車いすサービスモデルは、タイの特殊教育センターなどから大きな注目を集めています。

2019 年に WAFCA 日本とタイは 20 周年を迎え、中国、インドネシアも交えた WAFCA グループで「2030
年ビジョン」と「中期計画（2020～2022 年度）」を策定しました。また、目標に対する活動のインパクト
を調査するための準備も進めていました。そんな矢先、COVID-19 拡大により計画の変更を余儀なくされま
した。今こうして報告書の原稿を執筆しながら改めて 1 年を振り返ってみると、中長期計画で明確な共通
ゴールを設定していたおかげで活動をストップさせることなく各国でやるべきこと、できることを着実に
実行できたと感じています。一歩ずつビジョンとミッションの実現に向けて進んでいる私たちの姿を本書
でご報告できれば幸いです。2020 年度も多くのご支援を賜りありがとうございました。

2021 年度もオンラインを活用しながら、変わらず障がい児の支援活動を継続していきます。WAFCA を応援してく
ださっている日本の皆様、いつもありがとうございます。これからもタイの障がい児の未来のためにご支援よろしくお
願いします。タイでお会いしましょう！

マネージャー

理学療法担当

広報・資金調達担当

会計担当

会員管理
会計担当

事務局次長

皆川 理恵

関谷 司

ﾊﾟﾝﾀﾞﾅｯﾄ･ﾁｮｰｸﾆﾂｶﾓｰﾝ
ウィング

今年度を持って WAFCA を退職します。10 年後のビジョン
を見据えた上で、現在の中期計画で定めた目標達成に向け、
新しいことにチャレンジし、進んでいってほしいです。

2020 年度はコロナウイルスの蔓延が大変な
年でしたが、そんな中でもあたたかいご支援をいただき本
当にありがとうございました。まだ先行き不透明ではあり
ますが、2021 年度も何卒よろしくお願いいたします。

ルン

イウ

プレー

WAFCAI 事務局長 アリフ・ダヌー・プラヨギ Arief Danu Prayogi
WAFCAI 事務局長のダヌーと申します。ご存知の通り COVID-19 パンデミックで世界は大打撃を受けました。多くの人々
が健康面や経済面で苦しんでおり、仕事を失った人、大切な人を失った人も大勢います。未だに多くの人々が困難な状況に
います。みんなが安全に健康で過ごせる日が来ることを祈っています。
このような状況の中で、WAFCAI の被受益者である障がいのある子どもたちも家族や保護者が職を失うなど影響を受け

車いす病院
広報担当

プロジェクト

ています。WAFCAI は限られた予算で、彼らに寄り添い懸命な支援を続けました。またこの 1 年間、コロナ禍の状況を見

チャリティー商品

近藤 みなみ

広報担当

ながら、最適なサービスと心の安定を社会に提供できるよう取り組んできました。例えば、通常であればスタッフが地域へ

恒松 奈於

出向いていって障がい児の状態を直接確認していましたが、現在は接触を避けるためにビデオ通話を利用しています。どう
しても訪問しなければならない場合は、感染防止対策を徹底しています。また、日本からのボランティアツアーも開催でき
ませんでしたが、ZOOM などのアプリを使って交流し、現地の様子を伝え寄付が確実に届いたことをご報告しました。

車いす病院では、たくさんの方のご協力を
いただき、新たな 1 歩を踏み出せた 2020 年度でした。
また、広報担当として今後も WAFCA の活動をお伝え
できるよう、一層努力したいと思います。

■インターン

2020 年度は私にとって社会人 1 年目でしたが、
自分よりも年下の高校生・大学生との協働プロジェクを担
当しており、若い世代が積極的にアジアの障がい児のため
に取り組んでくれていることを本当に心強く思います。

改めまして、日本の支援者の皆様に心よりお礼を申し上げます。コロナ禍においても、WAFCAI が活動を継続することが
できたのも、いつもご支援くださる皆さまのおかげと感謝しております。これからも子どもたちのために私たちと一緒に活
動を支えてください。またインドネシアでお会いしましょう！

マネージャー

経理担当

■事務所ボランティア

レオナルド

佐々木明美/佐々木唯乃
秋山和豊/岡松良典/澤田健介

アグス

エフィ

リヤ

＼ Thank you! ／

中国雲南省現地コーディネーター 張傑
山本羽奈

山内麻佑

日本の WAFCA サポーターの皆さん、お元気ですか？この一年半

■オンラインボランティア

私たちはいろいろな予想外の状況を経験しまし

た。今中国雲南省ではすでに大衆のワクチン接種が始まっています。今年の末までに、多分過半数以上の人がワクチン
を接種します。特職院の子供たちや先生たちは、今年三月入学後にすでに全員でワクチンを接種しました。
寄宿制の学校なので、この一年半、雲南特殊教育職業学院の学生や先生方と会うことができませんでした。しかし、

植田まさみ/手坂菜々子/
宮下志歩/物部遥花
小川晶子
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山口真有美

北村翔一

水谷成美/藤田侑里

彼らは依然として日本の皆さんを心配し、マスクを送ってくれました。※
3 月 31 日、雲南特殊教育職業学院で奨学金の寄付式が行われました。副学院長などの指導者と先生方、50 名の子供
たちが活動に参加し、奨学金を支给しました。
皆さんのおかげで、私は元気です。仕事は相変わらず忙しいです。来年初めに定年退職し、別のライフスタイルを始
める予定です。退職後はもっと多くの時間を皆さんと一緒に過ごします。この日が早く来ることを心から楽しみにして
います。皆さんのご健康とご多幸をお祈りいたします。
※中国からいただいたマスクは、刈谷市を通して福祉施設に寄贈しました。
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Financial Report

財務報告

財務に関する分析
2020 年度

■活動計算書(2020 年 4 月１日～2021 年 3 月 31 日)
２０２０年度

単位：円

した。収入の大幅減を予想しながらも活動の根幹である車いすの寄贈と教育支援は計画通り取り

２０２１年度

組む一方、移動、出張を伴う活動は中止、縮小するという修正計画を急遽作成しこれに基づいて

科目

計画

実績

会費

15,537,000

14,739,400

95%

15,150,000

103%

寄付金

18,150,000

22,528,433

124%

27,570,000

122%

助成金

0

1,000,000

‐

0

0%

事業収益

950,000

682,290

72%

1,210,000

177%

その他

240,000

1,145,471

477%

995,000

87%

34,877,000

40,095,594

115%

44,925,000

112%

事業費

34,064,848

38,982,395

114%

34,994,750

90%

管理費

7,543,759

8,177,867

108%

8,901,250

109%

41,608,607

47,160,262

113%

43,896,000

93%

-6,731,607

-7,064,668

1,029,000

21,000

21,000

21,000

前期繰越正味財産額

65,570,529

65,570,529

58,484,861

次期繰越正味財産額

58,817,922

58,484,861

59,492,861

収入

収入合計

計画達成率

計画

対前年増減率

支出

支出合計
収支差額
法人税

Ⅰ.資産の部
現金・預金
流動資産

売掛金

11,300

貯蔵品

11,873
258,597

未払金

固定資産

596,054

車両運搬具

固定負債

ー

この様な状況の中、2020 年度の正味財産増減額は▲7,085 千円と残念ながら赤字決算となって
しまいましたが、ほぼ修正した計画どおり（計画比▲333 千円）の収支でした。

2021 年度
コロナ禍の収束は見込めず 2020 年度と同様収入減と活動の縮小、延期を前提とせざるを得ませ
ん。少し収入改善が見込める事もあり、継続して車いす寄贈と教育支援に継続して取り組みます。
経常収益は 44,925 千円（2020 年度 40,095 千円）、経常費用は 43,896 千円（2020 年度 47,160

千円）で、結果正味財産増減額は+1,008 千円 (2020 年度▲7,085 千円)を計画しています。

㈱デンソー

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

郵船ロジスティクス㈱

1

59,598,441

1,113,580
0

固定負債計

1,113,580

Ⅲ.正味財産の部

トヨタＬ&F 中部㈱

㈱松永製作所

日進医療器㈱
㈱松本義肢製作所

団体正会員
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社／エコランド有限会社／カリツー株式会社／デンソーテクノ株式会社
デンソー太陽株式会社／デンソー労働組合／トヨタ L&F 中部株式会社／株式会社ＲａｎｄＴカンパニー
株式会社 UACJ Marketing&Processing／株式会社アイピックス／株式会社クイックス／株式会社デンソー
株式会社デンソーウェーブ／株式会社デンソーウェル／株式会社デンソーエアクール／株式会社デンソーエスアイ
株式会社デンソーエムテック／株式会社デンソーエレクトロニクス／株式会社デンソーセイビ／株式会社デンソーダイシン

前期繰越正味財産

65,570,529

株式会社デンソートリム／株式会社デンソーファシリティーズ／株式会社デンソープレステック／株式会社デンソーリマニ

当期正味財産増減額

-7,085,668

株式会社デンソーロジテム／株式会社デンソーワイズテック／株式会社デンソー郵船トラベル／株式会社マキノ

正味財産計

固定資産計 20,596,055
資産合計

ることができました。

1,107,970
流動負債計

20,000,000

商標権

に困窮しており、この支援を目的とした寄付を計画外で募りタイとインドネシアに送金し支援す

協力企業

5,610

預り金

流動資産計 39,002,386
金融資産

活動してきました。また、WAFCA の支援対象の生徒の家庭の多くはコロナの影響により経済的

Ⅱ.負債の部

38,720,616

繰越商品

コロナの蔓延により活動の制約と経営環境の激変が予想され、計画を修正せざるを得ませんで

負債及び正味財産合計

58,484,861

株式会社ヤマイチプライメタル／刈谷紙器株式会社／京三電機株式会社／暁輸送株式会社／社会福祉法人太陽の家

59,598,441

松栄運輸株式会社／石川管工株式会社／赤門ウイレックス株式会社／浜名湖電装株式会社(順不同)

団体賛助会員
収支計算書、貸借対照表は、会計帳簿の記載金額と一致し、
認定 NPO 法人アジア車いす交流センターの収支状況及び財政
状態を正しく示していると認める

伊藤精工株式会社／株式会社デンソー コアスキル開発部 技能人材開発室 DNA 研修課

WAFCA 監事
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株式会社デンソーサービス沼津／株式会社デンソーユニティサービス／株式会社デンソーワイパシステムズ
車椅子ﾂｲﾝﾊﾞｽｹｯﾄ岐阜ｴｸｽﾌﾟﾚｽ／寿金属工業株式会社／日本福祉大学(順不同)
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