
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ホ ッ ！ と ニ ュ ー ス 

 

 

M o n t h l y  R e p o r t 第 200号 2021年5.6 月合併号 

5/31（月）～8/６（金） 目標金額       万円 

 

第 1 回の「新型コロナウイルス対策障がい児緊急支援」から約 10 ヵ月が経過しました。いまだに世

界では新型コロナウイルスが収束せず、WAFCA の支援国であるタイ・インドネシアでは 1 日の感染者

数が 3000 人を超えています。昨年支援した障がい児家庭もこれまでの日常が戻ってきておらず、状況

はひっ迫しています。 

現地からの支援要請に応えて、WAFCA では第 2 回緊急支援として皆様からの寄付を募集します。 

 

 

 

 

必要に応じた物資と資金提供 
物資食料品・栄養補助食品・おむつ・医療器具・病院や特殊

教育センターへの交通費・商売再開のための原資・家賃・水

道代・電気代など 

 

 

障がい児家庭 
タイ 192 世帯 
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 200 世帯 
 

支援 
対象 

支援 
内容 

申し込み方法 

 

▶メールに必要事項を書いて送信  

※デンソー社員給与天引きの方のみ 

お名前・従業員番号・所属部署・金額・ご住所・社内メール番号をお知らせください。 

 

▶WAFCA ホームページ特設ページからお申込み 

クレジットカード・郵便振替・ 

銀行振込・デンソー社員給与天引き 

ください 
 

下記いずれかの方法でお申込みください。 
 

◀特設ページ 

 

WAFCA 寄付 

 

※一口 1,000 円とさせていただきます。 

 

  ２００ 

 

 

障がいのある子どもたちと家族の生活を支えるため、 

ご寄付にご協力をお願いいたします。 

 

 

 



  

4 月中旬のタイ正月（ソンクラン）前までは、累計でも

3 万人弱だった感染者数が、ナイトクラブや刑務所での

クラスターをきっかけに、5 月末現在、1 日の新規感染者

が 5,000 人を超え、イギリスの変異ウイルスも確認され

るなど、 しています。 

WAFCAT は全国 19 県の障がい児特殊教育センターに

対して新型コロナの障がい児家庭の家計への影響につい

てアンケート調査を実施し、15 県のセンターから回答を

得ました。その結果、

しました。192 世

帯のうち、もっとも多い 90 世帯は

でした。 

 

1 日の新規感染者が 1 万人を超えていた今年 1

月のピークに比べると減少傾向にあるものの、

に迫

る勢いで増え続けています。WAFCAI が活動して

いる西ジャワ州では、政府による PSBB（大規模

な社会制限）が 1 年以上続いており、

しています。2021 年度 WAFCAI は 200 台の車

いす提供や過去の車いすクライアント 850名の追

跡調査を計画していますが、その

。 

 

タイの場合 

インドネシアの場合 

【PSBB の内容（一部抜粋）】オフィスの出社人数制限（50％）、ショッピングモール、商業・娯楽施設、飲食店

（デリバリーは OK）などの時短営業、学校はオンライン授業のみ、礼拝所の収容人数制限（50％）など 

 

↑昨年の第 1 回緊急支援の様子 



 

 

 

 

 
タイ南部のクラビー県（5 月 14 日）、

ナラティワート県（5 月 18 日）の障

がい児特殊教育センター職員（理学療

法士）に対し、車いすプロバイダー研

修をオンライン開催しました。 

事前に WAFCAT の車いすサービス

センターで準備した車いす（実際に寄

贈するもの）とフィッティング用のク

ッションやテーブルを各県へ輸送し、

WAFCAT 職員のアドバイスを受けな

がら座学とフィッティング実技を学

びました。     

コロナの感染状況を見ながら、6 月

までに各センターから子どもたちに

車いすが届けられる予定です。 

3/31・4/21・4/22 にデンソー本社・阿久比製

作所にて WAFCA のチャリティーマスク販売会

を実施しました。3 日間でなんと 441 枚ものマ

スクを販売することができました。たくさんの

デンソー社員の皆様に WAFCA のマスクをご愛

用していただいて嬉しい限りです！ 

チャリティーマスクは 200 枚の売上で車いす

1 台を寄贈することができます。引き続きオン

ラインでも販売しておりますので、ぜひお買い

求めください。 



  
  

2017 年度（採択は 2016 年度）に日本外務省草の根・人間の安全保障無償資金

協力（GGP）によりインドネシアで「タンゲラン及びブカシにおける車いす利用

者のためのバリアフリー環境改善計画」を実施しました。5 月 6 日、在ジャカル

タ日本大使館の担当職員によるフォローアップ訪問調査がブカシ県特別支援学

校で行われ、支援した設備が不具合なく使用されていることを確認しました。 

西ジャワ州ブカシ市、ブカシ県及び南タンゲラン市の特別支援学校 2 校

及び障がい者支援施設 2 か所において、バリアフリートイレやスロー

プ通路の設置、衛生、健康管理、障がい者ケア等に関する研修、車いす

プロバイダー研修などを実施しました。 

 

＼ 官民連携案件の事例として外務省 ODA のホームページでも紹介されています！／ 

・株式会社豊通オールライフが各施設へ日本製車いす計 20 台を提供 

・郵船ロジスティクス株式会社が日本からの車いす輸送費を負担 

・株式会社デンソーがトレーニング機材調達費用や人件費の一部を負担 

5 月 16 日、雲南省特殊教育職業学院で

「全国助残日活動（National Day to Help 

the Disabled）」が開催され、WAFCA か

ら全校生徒の皆さんへ応援のビデオメ

ッセージを届けました。毎年 WAFCA か

ら特殊教育職業学院の生徒 50 名に対し

一人当たり 500 元（約 8,500 円）を奨学

金として支援しています。 

 

 



 

  

5/15,22 に和歌山大学の国際協力学生団体「WAP」の学生と、WAFCA

が支援しているタイの奨学生との交流会を実施しました。日本について

の紹介やクイズをしたり、折り紙で一緒にネコを作ったりしました。 

今回参加した奨 

学生と WAP の 

学生は同年代 

ということも 

あるので、国 

境を越えた交 

流をお互いに 

楽しく続けて 

いきたいです！ 

 WAFCA 藤原孝太郎理事の発案で、今年 3 月に造形クラ

ブを発足し、毎月第 4 土曜日に集まって活動しています。

発足メンバーは自閉症のアーティスト川部浩さん、中学 1

年生の畠斡希（はたあつき）君、小学 6 年生の山下理桜（り

お）さんです。障がいの有無に関わらず、子どもたちや保護

者、ボランティアの皆さんの交流の場としてこれから盛り

上げていきたいと思います！ 

 

 



 

 

 

認定 NPO 法人アジア車いす交流センター (WAFCA） 

住所 : 〒448-0834  愛知県刈谷市司町 1-2 ふれあいプラザゆうきそう内  

TEL : 0566-23-5822 (内線 5990-200) FAX : 0566-23-5827 (内線 5990-900)  

E-mail : wafca@jp.denso.com  URL  : http://wafca.jp 

★ 

ホッ！とニュースは今回で 200 号となりました。 

いつも読んで WAFCA を応援してくださる皆様に感謝申し

上げます。新型コロナウイルスの影響でまだまだツアーが企

画できませんが、その分この紙面で活動をわかりやすく伝え

られるよう作り上げていきたいと思っています。 

記念すべき 100 号を見つけました！➡ 

国内チャリティバスツアーや、 

教育支援基金の報告会のことなどが載っていました♩ 

時間：14:45～15:30  

参加対象：どなたでも参加できます 

申し込み：不要 

参加方法：以下の ZOOM リンクより入室ください。 

https://us02web.zoom.us/j/81471059828 

時間：13:15～14:30 

参加対象：WAFCA 正会員・賛助会員 

申し込み：不要 

参加方法：全会員様にメールでお送りする zoom リンクより入室ください。 

※メールアドレスのご登録がない方は、WAFCA 事務局にお問い合わせください。 

 

WAFCA 

役員引継ぎ式 

総会 

 

 


